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　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆さまには、健やかに新年をお迎えになられたこととお喜び申し上げ
ます。
　また、日頃からつくばみらい市社会福祉協議会に対しまして、あたたかいご
支援とご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。

　近年、社会福祉を取り巻く環境は大きく変化し、市民が抱える福祉課題は多
種・多様化しております。
　特に、認知症高齢者や一人暮らし高齢者世帯が増加傾向にあり、地域社会や
家族が変化する中、介護保険では対応できない生活支援ニーズや社会的孤立、

貧困等を背景とする深刻な生活課題が顕在化しております。
　こうした課題を解決し、誰もがその人らしく安心して地域で生活できるようにするためには、公的サー
ビスの充実のみならず、地域住民や各種団体、事業者などが相互に助け合う、協働での地域づくりが必
要と考えます。
　そうしたなか、本会では生活支援体制整備事業を市より受託し市内５地区に協議体を設置しました。
地域の皆様と共に協議を重ね生活課題を検討し、解決のために住民が主体となった支え合い活動を推進
することにより地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりに取り組んで参ります。

　本年も、役職員一同、住み慣れた地域で、誰もが幸せを実感し、安心して自
立した生活を送ることができるまちづくりに努める所存でございますので、引
き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　結びに、皆様にとりまして、この一年が幸多き年となりますように心からお
祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

　第７回となる『きらくやま桜まつり』では期間中に遊びにきてくれた子供たちを楽しませ盛り上げてくれ
る出店者を大募集しております。趣味・特技を活かした体験教室や福祉的な活動紹介・ハンドメイドのオリ
ジナル作品販売・似顔絵描き・ワークショップ・フリーマーケットなど様々なジャンルからの出店をお待ち
しています。
桜まつり実施期間 令和 2年 3月 28日（土）～ 4月 5日（日）の 9日間（予定）
　　　　　　　　　※正式な実施期間は 3月号社協だよりにて周知します。
募　集　数　各日２０スペース　　　　出店条件等　出店形態や条件はホームページより確認してください。
問　合　せ　☎５７－０２０５

きらくやま桜まつりきらくやま桜まつり出店者募集中出店者募集中

つくばみらい市社会福祉協議会
会長　小田川 浩

新春のごあいさつごあいさつ
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ボランティア養成講座『介護きょうしつ』を開催します
　施設やサロンなど日常で関わる高齢者の方との接し方、認知症の方や予防においても朗らかに過ごすこと
の効果、健康に役立つ体操や介護接遇について学ぶ講座です。日頃の介護の参考やボランティア活動のきっ
かけにしませんか。
開催日時 ① 2月 25日　② 3月 3日　③ 3月 10日　④ 3月 24日
　　　　　（全 4回、いずれも火曜日、午前 10時～正午）
内　　容 認知症の理解・予防（笑いヨガ／パステルアート）、足つぼ健康法、介護接遇など
会　　場 きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館、保健福祉センター
対 象 者 市内在住・在勤の方、ボランティア活動に興味のある方、
　　　　　全 4回中 3回以上受講できる方 
募集人数 15 名程度（先着順）
募集期間 2 月７日（金）まで※定員になり次第締切
申 込 先 ☎２５－２１０１

心も身体もポカポカになったファミリーコンサート
　12月 7日、きらくやま子育て支援室5周年を記念して、
『ファミリーコンサート』を開催しました。会場となった
きらくやま世代ふれあいの館には、子育て中の親子など
約 350 人が集合しました！
　子どもたちの大好きな絵本『はらぺこあおむし』の作
曲をされている新沢としひこさんとシンガーソングライ
ターの山田リイコさんの歌やパフォーマンスに子どもた
ちは大喜び。卒園ソング『さよならぼくたちのほいくえ
ん』では、素敵な歌声に感動して涙する保護者もいました。
親子そろって、素敵な時間を過ごしました。

▲新沢としひこさんと山田リイコさん

きらくやま子育て支援室
5周年記念イベント

福祉功労者を顕彰!
　10月 25 日に開催を予定しておりました茨城県社会福祉大会は、台風第 19号により県内への被害が甚大
であったため中止されましたが、ここで当市で多年にわたる社会福祉への功績により受賞された方々をご紹
介いたします。

☆県知事表彰
　<民生委員児童委員>
　八木岡道孝　御手洗博美　海老原廣美　前田千人子　染谷つや子　細田良政　中島和子
　<ボランティア団体>
　ほうれん創　傾聴ほほえみ　ギターアンサンブルなごみ　天

そら

の舞
　<福祉施設職員>
坂入教男　廣嶋秀明　渡辺洋子　武田みよ子

☆県社会福祉協議会会長表彰
　<民生委員児童委員>
　初澤正子　鈴木利一　小倉均　尾形辰彦　羽田勇　中山治　間宮正孝　野本美代子
　野村俊光　海老原廣美　前田千人子　染谷つや子　細田良政　中島和子
　<ボランティア団体>
　フレンドリーみらい　ピースウェル　花駒舞会
　<福祉施設職員>
　瀬川寛和　石塚朋美　鷲田真弓　山崎佑介　小原綾子　平山真由美　染谷源一　浅野静枝　南川香織
　渡辺洋子　荒木薫

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。



3

運転ボランティア募集
　社会福祉協議会で行なっている事業の送迎に協力していただける運転ボランティ
アを募集しています。公用車を利用し、高齢者の社会参加（買い物支援、移送サービス、
配食・会食サービス）において移動を支援していただく活動です。
活動日時　月 2～ 3回程度　　問 合 せ　☎２５－２１０１

第 48回　全国老人クラブ大会　表彰
　11月 27 日、第 48 回全国老人クラブ大会が埼玉県大宮ソニックシティで開催され、つくばみらい市高年
クラブ連合会が表彰されました。市高年クラブ連合会は、高齢者の暮らしを支
える友愛活動に取り組むとともに、健康づくりや介護予防の
活動を通じて高齢者の生きがいのある生活を目指し様々な地
域で日々活動されています。多年にわたり高齢者福祉の発展
に尽力された結果、今回の受賞につながりました。

チャリティー「みらい研ぎクラブ」包丁研ぎ開催

日　　程　令和 2年 1月 19日（日）
時　　間　午前 9時 30分～正午
　　　　　受付は午前 11時まで、包丁の受け取りは
　　　　　正午までとなります。

場　　所　伊奈公民館
そ の 他　包丁は 1人 2丁まで　※チャリティー義
　　　　　援金のご協力をお願いします。
問 合 せ　☎２５－２１０１

　調理中に、包丁が切れなくて困ったことはありませんか？「みらい研ぎクラブ」では、
ボランティアの皆さんがそんな悩みを解決、丁寧に包丁を研ぎます。
　今回は、令和元年台風第 19号被災地支援を目的にチャリティーで包丁研ぎを行います。
皆さんのご協力をお願いいたします。

参加者募集！！　買い物ぶらり旅

実 施 日　① 2月 28日（金）　② 3月 27日（金）
行 き 先 ①つくば市 ドラッグストア セキ・カスミみどりの駅前店
               ②取手市 ホーマック戸頭店、ヤオコー取手店（昼食有）
買物時間　①午前 10時～ 11時 30分
　　　　　②午前 10時～午後２時 30分

参 加 費　無料（購入品・昼食については自己負担）
申 込 日　① 2月 4日（火）～ 2月 7日（金）
　　　　　② 3月 10日（火）～ 3月 13日（金）
申 込 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のが困難な方（免許証を返納され
た方、自宅に車がない方など）に、送迎つきの買い物ツアーを開催します。

『人に寄り添う聴き方を体験してみませんか』

日　　時　全 4回のコースになります。
　　　　　第 1回　2月 20 日（木）
　　　　　第 2回　3月 3 日（火）
　　　　　第 3回　3月 4 日（水）
　　　　　第 4回　3月 5日（木）
　　　　　各回午前 10時 ～午後３時
　　　　　（昼食休憩あり）

会　　　　場　保健福祉センター
対　　　　象　市内在住及び在勤の男女（全 4日間参加できる方）
定　　員　30名　先着順
参 加 費　1,000 円（全 4日間）
持 ち 物　筆記用具・昼食・飲み物
募集期間 2 月 7日（金）まで　※定員になり次第締切
申 込 先　☎２５－２１０１

　お年寄りや子どもたちの話に耳を傾ける「聴く技術と心」を習得する講座です。人の話を聴くことの大切
さを学びながら、楽しい時間をすごしませんか。人とコミュニケーションを取ることが好きな方、人との関
わりを大切にする方にピッタリの講座です。男性・女性を問わず募集します。

傾聴ボランティア
ほほえみ

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。
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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

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 ２月19日(水)

支　所  1月 8日(水)

本　所 1月 7日(火) 1月21日(火)  2月 4日(火) 2月18日(火)

支　所 1月14日(火) 1月28日(火) 2月12日(水) 2月25日(火)

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

令和元年10月から 11月末までに善意銀行に寄付を寄せられた方々は次のとおりです。（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

・つくばみらい市文化協会舞踊部60,000円　・糸賀孝之 50,000円　・古河ヤクルト販売株式会社 34,000円
・つくばみらい市陶芸部 22,590 円　・松本譲二 32,224 円　・ステンドグラスラベンダーの会 7,700 円　
・谷和原陶芸クラブ 5,000 円　・つくばみらい市退職公務員連盟　タオル 210 本、洗剤、その他 30個

ありがとうございました

職員募集のお知らせ
●保育園非正規職員●正規職員

職　　種　①一般事務（社協実施事業事務全般）
　　　　　②保育士（保育園業務）
採用開始　令和２年４月１日から
募集人数　若干名
受験資格　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。
　　　　　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社会福祉主事任用資格を取得しており
　　　　　入職後に社会福祉士等の資格を取得する
　　　　　意欲のある方。
　　　　　②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 日　令和 2年 2月 16日 （日）  　　　　　　
　　　　　午前 9時から午後 3時 30分終了予定
内　　容　一般教養試験、作文試験、個別面接、体
　　　　　力検査
申込期間 令和 2年 1月 6日（月）～ 1月 27日（月）

職　　種　①保育士　②調理員
採用開始　令和 2年 4月 1日から
募集人数　若干名（年齢不問）
勤 務 日　月曜日から金曜日
勤務時間　勤務日数及び勤務時間については応相談
　　　　　※勤務形態につきましては相談に応じます。
賃　　金　①時給 1,081 円
　　　　　②時給　951 円
有給休暇　勤務年数及び１週間の勤務日数により付与
　　　　　されます。 
雇用期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日
　　　　　※継続雇用の可能性あり
勤 務 地　ふれあい第１保育園　又は　ふれあい第
　　　　　２保育園　となります。
募集期間　随時（採用決定後締め切り）
試 験 日　随時（面接試験）
（ア）電話連絡の上、面接日を決定し、申込書兼履歴

書を持参の上ご来館下さい。
（イ） 面接で合格された方のみを採用させていただき

ます。

※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　☎０２９７－５７－０２０５　　（担当　赤津）

（その他手当あり）｝


