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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

№122122

2020 年７月号

きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館
入浴施設がリニューアルオープン入浴施設がリニューアルオープン！！！！

№№122122

　４月から新型コロナウイルス感染拡大により『高
齢者配食サービス事業』を中止しておりましたが、
市と協働し『テイクアウトdeおうちごはん』とし
て登録事業所の協力のもと、５月27日（水）から
毎週水曜日の全４回で配食サービスを実施しました。
　また、各地区の初回配達日にはボランティアさ
んが立浪部屋より寄付頂いた反物で作成した『お
相撲さんマスク』と共にお弁当を届けました。
　お弁当を受け取った皆さんからは『このような
時期なのに大変ありがたい』等、たくさんの感謝
の言葉を頂きました。

　この度の春の叙勲で「ボランティアけやき」が
緑綬褒章を受章されました。
　ボランティアけやきは平成元年に発足、以来 30
年以上の永きにわたり、福祉施設デイサービスの
援助や高齢者配食サービスのお弁当調理などのボ
ランティア活動を実践してまいりました。今後の
更なる活躍を期待しております。

『テイクアウトdeおうちごはん』と
『高齢者配食サービス事業』がコラボ！！

春の叙勲・緑綬褒章受章
～おめでとうございます～

▲マスク贈呈式 ▲受章報告会の様子

▲檜張りのサウナに一新▲洗い場の間隔が広くなりました

▲配達風景

　昨年８月より、すこやか福祉館内にある入浴施設の改修工事を行っておりましたが、６月中に工事が完了
する見込みとなり、下記のとおりリニューアルオープンします。　
再開時期　令和２年６月 30日（火）午前 10時から
　尚、しばらくの間混雑が予想されますので、密を避ける為に男女定員各々 18名を超えた場合は、お待ち頂
くこともあります。
また、新型コロナウイルスの感染拡大の動向によってはオープンが延期になる場合がありますのでご了承ください。
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●地域福祉
（会費 1,086,000 円　共募 761,000 円　他 533,462 円）
桜まつり 290,590 円
あかちゃんフェスタ 151,354 円
学習支援事業（みらい教室） 183,000 円
貧困対策事業等 161,201 円
※コロナ感染防止の影響等により残金が出たため、 
1,497,000 円を福祉事業調整資金として積立しました。

●高齢者福祉
（会費1,854,000円　共募1,298,313円　他155,098円）
ひとりぐらし高齢者配食サービス 1,209,995 円
ひとりぐらし高齢者会食サービス 222,092 円
小地域会食サービス 93,000 円
ふれあいいきいきサロン 586,946 円
買い物支援ぶらり旅・公用車維持費等 596,326 円

●ボランティア育成
（会費 80,000 円　共募 78,000 円　他 246,376 円）
小・中学生ワークキャンプ 42,538 円
各種ボランティア養成講座 102,050 円
プラチナ世代地域参加事業 80,931 円
福祉出前教室等 12,135 円

●広報啓発
（会費 853,600 円　共募 652,000 円　他 25,366 円）
広報事業（社協だより発行） 1,065,581 円
社協会員増強運動 148,284 円
印刷機維持費等 175,780 円

●生活支援
（会費 838,600 円　共募 653,000 円　他 29,289 円）
法律相談、心配ごと相談所の運営 1,440,000 円
シルバービューティーサービス 50,000 円
朗読サービス事業 19,842 円

●歳末たすけあい
（共募 422,355 円）
サンタが街にやってくる事業 8,400 円
ひとりぐらし高齢者おせち弁当配布事業 413,955 円

　つくばみらい市は、４人にひとりが高齢者（26.2％ R2.4.1 現在）となり超高齢化社会を迎
えております。さらに高齢化は進展しており、要介護認定者数が急激な伸びを示すなど支援

を必要とする方々が増加しています。また一方で、社会的な孤立の問題や経済的困窮の問題、虐待や成年後
見などの権利擁護の問題など新たな福祉課題・生活課題が生じています。
　このような状況において本会は、「地域のきずなを育み　誰もが安心して暮らせるまちづくり」という基本
理念（地域福祉活動計画）の実現を目指し、地域の支えあい活動などの共助の層を厚くする取り組みを積極
的に広げてきました。災害時の支援につきましては、台風 15号・19 号による大雨被害時に当施設きらくや
まは福祉避難所となり約 260 人が一夜を過ごされ、その運営の一端を担いました。
　さらに、県内において甚大な被害を受けた常陸大宮市には、約１ケ月間職員を派遣し災害ボランティアセ
ンターの運営に協力するとともに福島県いわき市には、市と協働しボランティアバスを運行、職員 33名が泥
かき等の活動を行い復興に貢献することができました。
　ここ数年多発している災害においても、これまで経験してきたノウハウを活かし、柔軟に対応することが
できました。

＜社協会費と共同募金の使いみち＞
　皆さまからご協力いただいた「社協会費 4,712,200 円」や「赤い羽根共同募金 3,864,668 円」の配分金
をもとに進めた主な事業は下記のとおりです。なお、（　）内の数字は社協会費及び共同募金からの配分金で
あり、各事業の後の数字が使われた経費になります。

平成 31年度　事業報告及び決算報告  
事業報告

決算報告 （収入）495,157,814円 （支出）468,852,462円

科目別収入額 事業別決算額
会費収入
4,712,200 円 1.0%

その他の収入
14,632,713 円 2.9%

市受託事業
（子ども）
9,887,031 円
2.1%

前年度繰越金
21,725,414 円 4.4%

積立預金取崩収入
5,113,000 円 1.0%
園生作業収入
786,417 円 0.2%

保育事業収入
168,998,868円

34.1%
介護保険収入
16,915,134 円 3.4%
共同募金配分金収入
3,864,668 円 0.8%
貸付事業等収入
137,000 円 0.1%

市受託事業
（高齢者）
26,245,895 円
5.6%

市受託事業
（障がい者）
26,241,369 円
5.6%

寄付金収入
622,259 円 0.1%

助成金収入
200,000円 0.1%

善意銀行運営事業
1,210,924 円
0.3%

福祉資金貸付事業
164,772 円
0.1%

会費・共同募金
配分金事業
8,551,000 円
1.8%

受託金収入
214,766,110 円

43.3% 保育園事業
163,061,540 円

34.8%

市指定管理事業
（きらくやま）
77,011,815 円
16.4%

市受託事業
（介護予防）
75,669,386 円
16.1%

法人運営事業
80,808,730 円
17.2%

経常経費補助金収入
36,118,301 円 7.3%

事業収入
6,565,730円 1.3%
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実 施 日　①７月 31日（金）　②８月 28日（金）
行 き 先　①守谷市　西友楽市

②つくばみらい市　サンキ　ヨークベニマルつくばみらい店
買物時間　① 10時～ 11時 30分

② 10時～ 11時 30分

日　　程　８月 20日（木）
場　　所 きらくやまふれあいの丘「世代ふれあいの館」
対 象 者　市内在住の小学４年生から中学３年生
参 加 費　無料

日　　時　７月 4日（土）・７月 5日（日）
７月 11日（土）・７月 12日（日）
７月 18日（土）・７月 19日（日）
午前 9時から午後 5時まで
（1時間単位での貸出です。）

場　　所　きらくやまふれあいの丘
世代ふれあいの館ホール

対 象 者　①ピアノが弾ける方・興味のある方
②ピアノの自主練習に使用したい方

参 加 費　無料（購入品については自己負担）
申 込 日　①７月７日（火）～７月 10日（金）

②８月４日（火）～８月 7日（金）
申 込 先　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎２５－２１０１

募集人数　20名（先着順）
募集期間　７月 31日（金）
申込方法　電話連絡による申込
申 込 先　世代ふれあいの館　☎５７－１７７０

（月曜日休館）

利用料金　①高校生以下の方
１時間／1,000円（中学生以下は保護者同伴）
②上記以外の方　１時間／ 2,000 円
利用料金は、利用当日に窓口でお支払い
ください。

申込期間　各ピアノ開放日の１週間前までにお申し
込みください。

申 込 先　世代ふれあいの館　☎５７－１７７０
（月曜日休館）

　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（免許証を返納された方、自宅に車
が無い方など）に、送迎つきの買い物ツアーを開催します。

　福祉に関する体験を学びながら福祉の心を育てるワークキャンプを開催します。ボランティア体験など、
普段ではできないことをデイキャンプの中で経験し、夏休みの楽しい思い出を作りましょう。

　世代ふれあいの館ホールにて、グランドピアノ（ヤマハコンサートグランドピアノCF－Ⅲ）を提供し、
より多くの方々に音楽を親しんで頂くとともに、気軽にグランドピアノに触れる機会を設けます。

参加者募集　買い物ぶらり旅

君の心に福祉が育つ！ 福祉体験デイキャンプ参加者募集

グランドピアノを弾いてみませんか？

日　　時　8月14日（金）8月15日（土）8月16日（日）
午前の部　10時から 12時
午後の部　 2時から 4時

場　　所　きらくやまふれあいの丘
世代ふれあいの館ホール

　世代ふれあいの館ホールの舞台裏を全部見せちゃいます！！普段では絶対に入れない照明室や音響室が見
学できます。
　イベントで使われる照明・音響機材の見学や実際に触って操作する体験を夏休みの親子体験学習にしてみ
てはいかがでしょうか。

夏休み！！　親子で世代ふれあいの館バックヤードツアー

対　　象　小学３年生から中学３年生までの親子
定　　員　各部４組限定　
申込期間　８月７日（金）まで
申 込 先　世代ふれあいの館　☎５７－１７７０

（月曜日休館）

た方 自宅に車

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

ア体験など

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

※新型コロナウイルスに対する動向によっては、各募集事業について変更・中止の可能性もありますのでご了承ください。
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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２年４月から５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

・常陽ボランティア倶楽部　未使用タオル　350 本　　・ほぽぜきっちん　ジャム 23個
・匿名希望　米 30kg

法律相談・心配ごと相談のご案内
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。事前の電話予約が必要です。
（本所 ☎ 57-0205　支所 ☎ 25-2101）

▲予約は、当日の
　正午まで

◎法律相談：午後１時から４時

▲予約は、前日の
　午後5時まで

◎心配ごと相談：午後１時から３時
本　所 8月12日(水)

支　所 7月 8日(水)

本　所 7月 7日(火) 7月21日(火) 8月 4日(火) 8月18日(火)

支　所 7月14日(火) 7月28日(火) 8月11日(火) 8月25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

こども食堂（地域食堂）開設に向けて調理・運営のボランティアさん募集！！

園芸ボランティア養成講座開催 !!

日　　時　全 15回　各日 10：00～ 12：00
8/5（水）・8/19（水）・9/9（水）・9/24（木）・10/7（水）・
10/21（水）・11/11（水）・11/25（水）・12/10（木）・12/23（水）・
1/6（水）・1/20（水）・2/4（木）・2/17（水）・3/3（水）

会　　場 きらくやま　世代ふれあいの館又はすこやか福祉館
講　　師 茨城県聴覚障害者センター「やすらぎ」より派遣

定　　員　30名（先着順）
受 講 料　無料（テキスト代は自己負担）
締 切 日　７月 14日（火）まで
申 込 先　ボランティア市民活動センター

☎２５－２１０１

手話講座参加者募集 「手話にふれて、学んでみよう」

　今年度秋頃よりこども食堂（地域食堂）の開設を予定しております。
　こども食堂とは、子どもから地域に住む大人の方まで誰でも幅広い世代が集まることの出来る場所です。
地域の中の交流の場で、地域に住む人々が顔見知りになれる場、見守り合える街づくりを目指しています。
こども食堂に興味のある方、料理が得意な方、そうでない方でも携わってみたいという方、一緒にこども食
堂を開設してみませんか？

　園芸の基礎を学びながら寄せ植えや花壇づくりを体験しよう !!
　講座で体験したことを活かし、気軽にボランティア活動を行ってみませんか？

　手話に興味や関心のある方、新しいことにチャレンジしたいと考えている方、手話にふれてみませんか？
手話を学び、手と手のコミュニケーションで聞こえない方と楽しい会話の世界を広げましょう。

開催場所　谷井田コミュニティセンター
開催時期　10月頃開始予定　月１回

土曜または日曜のお昼前後にかけて

開催日時　① 9月 16日　② 9月 23日
③ 10月 7日　④ 10月 14日
（全４回、いずれも水曜日、午前10時～12時）

会　　場　きらくやま　世代ふれあいの館
又はすこやか福祉館・外敷地

ボランティアの内容
調理・配膳・片付け・子どもたちの見守り等
申 込 先　ボランティア市民活動センター

☎２５－２１０１

対 象 者　市内在住・在勤の方、ボランティア活動
ができる方、全４回受講できる方

参 加 費　1,000 円　　定員　15 名（先着順）　
募集期間 ８月 21日（金）※定員になり次第締め切り
申 込 先　ボランティア市民活動センター

☎２５－２１０１

※新型コロナウイルスに対する動向によっては、各募集事業について変更・中止の可能性もありますのでご了承ください。

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。
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