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　５月24日、伊奈小学校PTAから伊奈小学校スクールガードの皆様
へ感謝状の贈呈式が行われました。PTA会長染谷武志様より『いつ
も登下校中の児童に対する見守り活動をしていただき感謝の気持ちを
伝えたい』との申し出により行ったもので、感謝状を受け取ったスクー
ルガードの皆様は『引き続き児童の安心・安全のため、活動を継続し
ていきたい』と意欲的でした。
問合せ　ボランティア市民活動センター
　　　　☎ 0297-25-2101

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
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★★子ども食堂開催中子ども食堂開催中★★

　市内の子育て関連イベントのお手伝いボランティアや託児付き講演会・講座を開催している間、子どもと
一緒に遊んでくれる託児ボランティアを募集しています。
活動場所　庁舎や公民館、コミュニティセンター等の公共施設
活動日時　月 2回程度　活動日はボランティア市民活動センターからご連絡します。
募集対象　子どもたちと元気に一緒に遊んだり、過ごせる方
問 合 せ　ボランティア市民活動センター　☎ 0297-25-2101

伊奈小PTAより感謝状贈呈

子育て応援ボランティア募集

▲お弁当の一例▲げんき食堂のようす ▲やいた食堂のようす

▲伊奈小スクールガードの皆様

　今年度も市内５カ所で子ども食堂を開催しており、現在は、新型コロナ対策としてお弁当形式によるテイ
クアウト方式で行っています。
　先日開催された『げんき食堂』及び『やいた食堂』には小田川会長も参加し、お弁当を受け取りに来た子
どもたちや家族へお弁当を手渡ししました。子どもたちからは『前回も美味しかったので今回も楽しみで来た』
とのお声を頂きました。
問合せ　ボランティア市民活動センター　☎ 0297-25-2101

№№128128

～地域の子育てを応援してください～
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●地域福祉
（会費730,000円　共募656,529円　補助金等3,763,487円）
こども食堂事業 394,943 円
貧困対策事業等 117,812 円
子育て応援弁当事業費 2,643,527 円
こども宅食事業費 254,016 円
なぞ解きワクワクチャレンジャー 66,381 円
※福祉事業調整資金積立 957,000 円

●高齢者福祉
（会費1,582,825円　共募1,272,000円　他941,002円）
ひとりぐらし高齢者配食サービス 763,674 円
高齢者会食サービス支援事業 508,800 円
小地域会食サービス 109,500 円
ふれあいいきいきサロン 586,400 円
ちょこっと買い物ツアー 16,500 円
買い物支援ぶらり旅・公用車維持費等 665,302 円
※福祉事業調整資金積立 597,000 円●ボランティア育成

（会費 58,300 円　共募 204,000 円　他 411,632 円）
小・中学生ワークキャンプ 39,545 円
各種ボランティア養成講座 53,100 円
プラチナ世代地域参加事業 175,386 円
福祉出前教室等 12,177 円
※福祉事業調整資金積立 389,000 円

●広報啓発
（会費 605,700 円　共募 564,000 円　他 276,321 円）
広報事業（社協だより発行） 1,077,701 円
社協会員増強運動 171,948 円
印刷機維持費等 156,984 円

●生活支援
（会費 621,600 円　共募 596,000 円　他 305,047 円）
法律相談，心配ごと相談所の運営 1,416,000 円
シルバービューティーサービス 35,919 円
朗読サービス事業 35,320 円

●歳末たすけあい
（共募 436,766 円）
サンタが街にやってくる事業 15,866 円
ひとりぐらし高齢者おせち弁当配布事業 420,900 円

　つくばみらい市は、４人にひとり以上が高齢者（26.5％ R3.4.1 現在）となり超高齢社会
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。
　令和２年度におきましては、新型コロナウイルスの影響により多くの事業を中止または、施設を休館せざ
るを得ない状況が続きました。
　そうした中、その影響による新たな課題や地域の福祉課題は増加し、当会として、この未曽有の災禍のな
か事業をどのように進めていくかを職員全員で検討し、緊急度や必要性等を鑑み事業の選別を行うと共に、
新たなニーズに対応した事業の企画立案、更には事業を実施する上での感染防止策を徹底し、これまで経験
したことがない状況下、あらゆる課題に対し試行錯誤を重ね、事業推進を図ってまいりました。

＜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 3,598,425 円」や「赤い羽根共同募金 3,729,295 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。
　また、※印につきましては、コロナ感染防止の影響等により残金が出たため、福祉事業調整資金として積
立てました。積立分は、令和３年度以降に活用させていただきます。

令和２年度　事業報告及び決算報告  
事業報告

決算報告 （収入額）609,649,715円 （支出額）592,358,796円

科目別収入額 事業別決算額会費収入
3,598,425 円 0.6%

その他の収入
2,034,889 円 0.3%

市受託事業（子ども）
9,702,909 円 1.6%

前年度繰越金
26,305,352 円 4.2%

積立預金取崩収入
4,326,000 円 0.7%

退職積立預金取崩収入
1,288,440 円 0.2%

施設整備等
補助金収入

103,620,000 円
17.0%

障害福祉サービス等
事業収入
2,468,197 円 0.4%

保育事業収入
137,836,175円

22.6%
介護保険収入
16,950,771 円 2.8%
共同募金配分金収入
3,729,295 円 0.6%
貸付事業等収入
156,000 円 0.1%

市受託事業
（高齢者）
30,869,251 円
5.2%

市受託事業
（障がい者）
28,884,514 円
4.9%

寄付金収入
374,449 円 0.1%

県社協補助金収入
446,000円 0.1%

善意銀行運営事業
959,059 円 0.2%

福祉資金貸付事業
3,248,067 円 0.5%
障害者相談支援事業
1,551,925 円 0.3%

会費・共同募金
配分金事業
11,680,701 円 2.0%

受託金収入
255,103,959 円

41.8% 保育園事業
250,571,127 円

42.3%

市指定管理事業（きらくやま）
87,491,432 円 14.8%

市受託事業（介護予防）
81,581,823 円 13.8%

法人運営事業
85,817,988 円
14.5%

市補助金収入
45,761,550 円 7.5%

事業収入
5,650,213円 0.9%
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実施日　①７月 30日（金）10：00～ 11：30
　　　　　つくば市　ドラッグストア　セキ　　
　　　　　　　　　　ビッグハウスみどりの店
　　　　　（申込日）７月 13日（火）～７月 16日（金）
参加費　無料（購入品については自己負担）

日　　時　８月 13日（金）８月 14日（土）
　　　　　８月 15日（日）
　　　　　各日10:00～12:00または14:00～16:00
場　　所　世代ふれあいの館ホール

対 象 者　市内在住の若年性認知症のご本人とご家
族（常総市在住の対象者も含む）※ひと
家族２名まで。ご家族のみの参加も可

日　　時　７月 31日（土）10：30～ 12：00
場　　所　伊奈公民館　１階会議室１・２

　　　　②８月 27日（金）10：00～ 11：30
　　　　　守谷市　ミスターマックス守谷・カスミ
　　　　　（申込日）８月 10日（火）～８月 13日（金）
申込先　ボランティア市民活動センター
　　　　☎ 0297-25-2101

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（申込み順）
申込期間　８月６日（金）まで
申 込 先　世代ふれあいの館　☎ 0297-57-1770

内　　容　①どんぐり村ケアマネジャーによるミニ講話
②ご本人とご家族同士に分かれての交流会

参 加 費　無料
申込期間　７月 21日（水）まで
申 込 先 地域包括支援センター　☎0297-57-0203

　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
がない方など）に、送迎付きの買い物ツアーを開催します。

　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。

＜家で暮らす＞
　「いつまでも自分の家で暮らしたい」そう願っている方はたくさんいると思います。ただ、「家族に迷惑を
かけられない」「何をどうしたら良いのか分からない」など、様々な悩みがあるかもしれません。そんな時は、
ケアマネジャーにご相談ください。今後、何を大切にどんな生活を送りたいのか、何に困ってどんな手助け
が欲しいのか…いろいろなお話を聞かせてください。介護保険サービスやつくばみらい市独自のサービス、
医療機関等と連携をとりながら、自分の家で暮らすためのお手伝いします。
☆ポイント
　ケアマネジャーは、ご自宅で生活していくために様々なサービスをご紹介できます。
介護のことで困ったら、ケアマネジャーに相談しましょう！※介護保険サービス利用
には申請が必要になります。
問合せ　地域包括支援センター　☎ 0297-57-0203

　若年性認知症のご本人とご家族同士で不安や悩みを話し、今後の生活の参考にしていただくための勉強会・
交流会を常総市と共に開催します。

参加者募集　買い物ぶらり旅

夏休み!! 親子で世代ふれあいの館バックヤードツアー

知っ得 !!　在宅医療と介護のまめ知識

「若年性認知症ご本人とご家族の勉強会・交流会」を開催します！

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

～つくばみらい市在宅医療・介護連携ワーキンググループ～

※新型コロナウイルスの状況によっては、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 https://www2.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３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

・西ノ台エコマネーなごみ 62,280 円　・松本譲二 15,060 円　・谷和原郵便局 8,980 円　・株式会社アンフィニ 5,000 円
・取手倉庫有限会社 5,000 円　・ばらの会 3,000 円　・匿名希望（計 4名）30,000 円　3,000 円　2,000 円　1,000 円
・つくばみらいライオンズクラブ 低温貯蔵庫　・十和運送株式会社 お菓子等　・西ノ台エコマネーなごみ パソコン・プリ
ンター及び事務用品一式　・匿名希望（計 2名）タオル、食料品一式　介護用パット７箱

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 ☎ 0297-57-0205　支所 ☎ 0297-25-2101）　開催場所　きらくやま　すこやか福祉館

▲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
7月14日(水)

8月11日(水)
本　所

7月 6日(火) 7月13日(火) 7月20日(火) 7月27日(火)

8月 3日(火) 8月10日(火) 8月17日(火) 8月24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

保育士募集のお知らせ 「学生ボランティア講座」募集

日　　程　８月５日（木）～８月６日（金）
場　　所　きらくやまふれあいの丘
　　　　　「世代ふれあいの館」
宿泊場所　茨城県立中央青年の家（土浦市）
　　　　　（貸切バスにて移動します）
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
募集人数　20名（先着順）
募集期間　７月 16日（金）まで
申込方法　電話連絡による申込
申 込 先　世代ふれあいの館（月曜日休館）
　　　　　☎ 0297-57-1770

君の心に福祉が育つ！福祉体験ワークキャンプ参加者募集！

職　　種　保育士（会計年度任用職員）
募集人数　若干名（年齢不問）
勤務日数　月曜日から金曜日（うち３日～５日）
勤務時間　３時間以上、応相談
賃　　金　時給 1,017 円（その他、手当あり）
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　採用日から令和４年３月 31日
　　　　　※継続雇用の可能性あり
勤務場所　ふれあい第１保育園または、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）

※詳しくは、社会福祉協議会までお問
合せください。 

問 合 せ　本所　総務係
　　　　　☎ 0297-57-0205

１日目　　学生ボランティア入門編（講話）
　　　　　８月４日（水）10：00～ 11：30
　　　　　きらくやま　すこやか福祉館
２日目　　高齢者買い物支援体験
　　　　　（ちょこっと買い物ツアー）
　　　　　８月 10日（火）9：00～ 12：30
　　　　　保健福祉センター
３日目　　子ども食堂体験
　　　　　８月 22日（日）9：00～ 14：00
　　　　　保健福祉センター
募集要件　中学生・高校生・専門学生・大学生など
問 合 せ　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎ 0297-25-2101

　福祉に関する体験を通して福祉の心を育てるワークキャンプを開催します。
　シニア体験、マタニティ体験など、普段では感じる事のできないことをワーク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。

※新型コロナウイルスの状況により、変更または中止となる場合があります。

※新型コロナウイルスの状況によっては、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
募金の財源で
行っています

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

ボランティアについて学習し、実際に子どもや
高齢者に対する支援に参加することで、ボランティ
アを始めるきっかけにしてみよう！！今だからこそ
ちょこっと人に役立つことを始めてみませんか？


