
1

社協だより

ふれあいネットワーク
つくばみらい市社会福祉協議会つくばみらい市社会福祉協議会

2019 年９月号

№117117

きらくやま世代ふれあいの館が再開しますきらくやま世代ふれあいの館が再開します

防犯散歩ボランティア ・ スクールガード会員募集防犯散歩ボランティア ・ スクールガード会員募集

　世代ふれあいの館は、本年 3月より空調設備改修工事のため休館させていただいておりましたが、この度
9月末日で工事が終了し、10月 1日（火）より再開する運びとなりましたので、お知らせいたします。
　皆様のご来館を心よりお待ちしております。

№№117117

▲小絹地区スクールガードの活動のようす

　令和元年９月から富士見ヶ丘小学
校の子どもたちの登下校を見守る防
犯散歩ボランティア・スクールガー
ド活動がスタートします。普段、富
士見ヶ丘地区を散歩されている方や
これから散歩活動をされる方などは、
ぜひこの機会に子どもたちを見守る
防犯散歩ボランティア・スクールガー
ドに登録をお願いいたします。
　また、事業説明会を富士見ヶ丘小
学校にて開催いたしますので、興味
のある方は、説明会への参加をお願
いいたします。

富士見ヶ丘地区防犯散歩ボランティア・スクールガード説明会
日　　程　令和元年８月３１日（土）午後２時から
場　　所　富士見ヶ丘小学校体育館　２階地域連携室
　　　　　つくばみらい市富士見ヶ丘２-１８- １
内　　容　活動内容について
問 合 せ　☎ 57-1770

防犯散歩ボランティア・スクールガードとは？
　地域の子どもたちの登下校時等に合わせ、通学路周辺などで散歩を行い、子
どもたちを見守る地域の方々によるボランティア活動です。
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開 催 日　10月 19日（土）午後 1時～ 3時
会　　場　保健福祉センター
対　　象　赤ちゃんとその家族
参 加 費　無料

内　　容 食育コーナー・前髪カット・ファミリーショッ
ト・赤ちゃんお薬講座・乳幼児救命救急講座・
おひるねアート等（予定）

問 合 せ　☎２５－２１０１

　子育て中のパパ・ママ、そして赤ちゃんがみんなで楽しく、遊んで、学んで、体験できるイベントです。

「あかちゃんフェスタ」開催　～子育て応援事業～

実 施 日　① 9月 27日（金）　② 10月 25日（金）
行 き 先　①つくば市　山新グランステージつくば
　　　　　　　　　　　タイヨー学園の森店（昼食有）
　　　　　②守谷市　イオンタウン守谷
買物時間　①午前 10時～午後 2時 30分
　　　　　②午前 10時～ 11時 30分

参 加 費　無料（購入品・昼食代については自己負担）
申込み日　① 9月 10日（火）～ 9月 13日（金）
　　　　　② 10月 8日（火）～ 10月 11日（金）
申込み先　☎２５－２１０１

　75歳以上の一人暮らし及び高齢者世帯で買い物に行くことが困難な方に、送迎つきの買い
物ツアーを開催します。

参加者募集！！　買い物ぶらり旅

　皆さまからお寄せいただく募金の約 70％は、つくばみらい市の福祉向上のために活用しております。
　約 30％は、茨城県内の社会福祉施設整備費等に役立てられています。
　今年度も戸別募金・街頭募金・学校募金・職域募金・募金箱の設置などにより運動を展開していきま
すので、皆さまお一人おひとりの温かいご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
地域で集められた募金は、集めた地域で使われています。

地域コミュニティ事業：桜まつり・あかちゃんフェスタ・学習支援事業（みらい教室）
ボランティア育成事業：ワークキャンプ・各種ボランティア養成講座・プラチナ世代地域参加事業・防
　　　　　　　　　　　犯散歩ボランティアなど
生活支援事業　　　　：法律相談・心配ごと相談・シルバービューティーサービス
高齢者支援事業　　　：配食サービス・会食サービス・小地域会食サービス・ふれあいいきいきサロン・
　　　　　　　　　　　 お達者クラブ・買い物ぶらり旅
広報啓発事業　　　　：広報事業（社協だより発行・社協会員増強運動）
歳末助け合い事業　　：おせち弁当配布事業・サンタが街にやってくる事業

共同募金の使いみち

10 月 1
日

10月 1
日

スタート
！

スタート
！

　なお、本会の趣旨にご賛同いただける行政区未加入
の方は、ご都合にあった方法で受付ております。

▶社会福地協議会の窓口で　▶希望される方のご自宅で

※行政区に加入されている方につきまして、区長さ

ん・自治会長さんを通して加入されていると思いま

すので、確認のうえご協力をお願いします。

▲桜まつりのようす ▲昨年のあかちゃんフェスタ「乳幼児救命救急講座」
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日　　時　龍ケ崎会場
　　　　　10月12日（土）、19日（土）、26日（土）
　　　　　つくばみらい会場
　　　　　11月 9日（土）、16日（土）、30日（土）
　　　　　全 6回　午前 10時～午後 4時　
　　　　　全課程修了者には茨城県国際交流協会よ
　　　　　り修了証書が発行されます。

会　　場　龍ケ崎会場　龍ケ崎市市民活動センター
（龍ケ崎市馴柴町 2445）

　　　　　つくばみらい会場　伊奈公民館（つくば
みらい市福田 195）

講　　師 茨城県国際交流協会日本語教育アドバイザー
受 講 料　無料
申込締切　9月 13日（金）
問 合 せ　☎２５－２１０１

　外国人のための日本語教室ボランティア「日本語ひろば」では、龍ケ崎市のボランティア「フレンド」と
共催で「初級日本語ボランティア養成講座」を開催します。

初級日本語ボランティア養成講座　受講者募集

日　　時　① 9月 19日（木）午前 10時～正午
　　　　　　会場：谷井田コミュニティセンター
　　　　　② 10月 17日（木）午前 10時～正午
　　　　　　会場：板橋コミュニティセンター

受　　付　①②とも受付時間は、午前 10時から午前
　　　　　11 時 30 分まで、包丁の引取は正午まで
　　　　　となります。
持 参 物　家庭で使用している包丁　1世帯2本まで
問 合 せ　☎２５－２１０１

　ボランティアグループ「みらい研ぎクラブ」では、市内のご家庭の包丁を無料で研ぎます。

「家庭の包丁」研ぎます！

日　　時　10月 3日（木）、10月 10日（木）、
　　　　　10月 17日（木） 
　　　　　各日共に午後 2時～ 4時
会　　場 市役所 伊奈庁舎２階会議室 1・２
講　　師　明石久美氏（あかしひさみ）
　　　　　  （明石シニアコンサルティング代表）

対　　象　市内在住・在勤の方、民生委員、福祉関
係従事者等

　　　　　※原則 3日間全日ご参加いただける方
参 加 費　無　料（定員 70名）
締め切り　9月 27日（金）まで
申込み先　☎５７－０２０３

　終活について学んでみませんか？
　今年度は『今から考える老い支度・終活準備～自分や家族が困らない為に、今出来ること～』
と題して、３日間に渡りお話をしていただきます。
・自分がいなくなった後、家族を困らせたくない。　・家族として何か知っておいた方がいいことはあるのか？
・相続手続きとはどんなことをするのか？　・エンディングノートの書き方について聞いてみたい・・・など。
終活の基礎知識を学びたい方も、既に考え始めている方も、是非この機会に専門の先生からお話を聞いてみま
せんか？

権利擁護研修会開催のお知らせ

相談内容　成年後見・遺言・相続　等
場所詳細　下記参照
方　　法　面談による相談（40分）【要予約】
予約電話　☎ 029-302-3166　( 公社 ) 成年後見セン
　　　　　ター・リーガルサポート茨城支部

そ の 他　会場や時間の都合により、
　　　　　相談に応じられる件数に限
　　　　　りがありますので、前日ま
　　　　　でにご予約下さい。

～司法書士・社会福祉士・税理士による成年後見等に関する無料相談会のお知らせ～

実施地区 実　施　日 実　施　時　間 実　　施　　会　　場

つくば会場 10月26日(土) 午前10時30分～午後3時 つくば市小野崎278-1　LALAガーデンつくば
1階コミュニティルーム

取手会場 10月26日(土) 午前10時～午後3時 取手新町2-5-25　取手ウェルネスプラザ セミナールームB
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〈編集・発行〉

地域包括支援センター　〒300-2395　茨城県つくばみらい市福田195　市役所伊奈庁舎内　☎0297-57-0203

本　　所　〒300-2312　茨城県つくばみらい市神生530　きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館内
　　　　　☎ 0297-57-0205　  0297-57-0206　ＨＰ http://www.tm-shakyo.jp　メール mail@tm-shakyo.jp
支　　所（ボランティア市民活動センター）　〒300-2422　茨城県つくばみらい市古川1015-1　保健福祉センター内
　　　　　☎ 0297-25-2101　  0297-52-0730

社会福祉法人 つくばみらい市社会福祉協議会

令和元年 6月から 7月末までに善意銀行に寄付を寄せられた方は次のとおりです。（順不同・敬称略）

大切にします！あなたの善意大切にします！あなたの善意

・松本譲二　26,836 円　・からおけ楽
はっぴーそんぐ

歌　20,742 円　・石田音楽事務所 24,149 円
・匿名寄附金（計 2名） 100,000 円　3,000 円

心配ごと相談・法律相談のご案内
日頃困っていること、悩んでいることなどお気軽にご相談ください。予約が必要です。
（本所 ☎ 57-0205　支所 ☎ 25-2101）

▲予約は、前日の
　午後5時まで

▲予約は、当日の
　正午まで

◎心配ごと相談：午後１時から３時 ◎法律相談：午後１時から４時
本　所 10月 9日(水)

支　所  9月11日(水)

本　所 9月 3日(火) 9月17日(火)  10月1日(火) 10月15日(火)

支　所 9月10日(火) 9月24日(火) 10月8日(火) 10月29日(火)

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

ありがとうございました

相談内容　成年後見・遺言・相続　等
場所詳細　下記参照
方　　法　面談による相談（40分）【要予約】
予約電話　☎ 029-302-3166　( 公社 ) 成年後見セン
　　　　　ター・リーガルサポート茨城支部

そ の 他　会場や時間の都合により、相談に応じら
　　　　　れる件数に限りがありますので、前日ま
　　　　　でにご予約下さい。

職員募集のお知らせ
●正規職員
募集職種　①若干名：介護支援専門員・社会福祉士・

保健師 
　　　　　②若干名：一般事務　③若干名：保育士
受験資格　①③年齢不問
　　　　　※但し、社会福祉法人つくばみらい市社

会福祉協議会職員就業規程第 19条１項に
より、職員の定年は満 60歳となります。

　　　　　②昭和 60 年４月２日以降に生まれた人
で、学校教育法による高校・短大・大学程
度以上の学力を有する人。

　　　　　※例外事由：長期勤続によるキャリア形
成を図るための若年者等の募集（３号の
イ）

　　　　　①介護支援専門員は、主任介護支援専門
員資格を取得できる方。

　　　　　①社会福祉士資格を取得している方、又は受
験資格のある方。

　　　　　①保健師資格を取得している方。
　　　　　②入職後に社会福祉士等の資格を取得する

意欲のある方。
　　　　　③保育士資格を取得している方。
　　　　　※普通運転免許証を所持している方
試験方法　・一次試験　令和元年１０月２６日（土）
　　　　　　筆記試験　作文試験
　　　　　・二次試験　令和元年１１月１１日（月）
　　　　　　面接試験　体力検査
申込期間 令和元年８月２６日（月）～１０月７日（月）
採用予定日　令和２年 4月 1日付け
　　　　　※但し、①②につきましては上記予定日

以前の中途採用も可とする。

●臨時職員
募集職種　若干名：指導員（障がい者施設での活動

支援）
賃　　金　時給 890 円（通勤手当別途支給）
勤務時間　午前 8時 30分～午後 5時 15分の間で 6

時間程度
勤 務 日　週 3回程度　※土・日・祝日出勤の場合

もあります
試験方法　面接試験
試 験 日　随時
申し込み　随時

●嘱託職員
募集職種　若干名：調理員（保育園勤務）
賃金時給　時給 890 円（通勤手当別途支給）
勤務時間　応相談
試験方法　面接試験
試 験 日　随時
申し込み　随時
※詳細につきましては要項（ＨＰ掲載）をご確認願
　います。
※社会福祉協議会ホームページ
　（http://www.tm-shakyo.jp）をご覧ください。
※ご不明な点につきましては社会福祉協議会まで
　お問い合わせ下さい。
問 合 せ　☎５７－０２０５
　　　　　担当：赤津


