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　社会福祉協議会では、ひとり親家庭の児童等で塾などに通うことのできない児童を対象に、学習する習慣
を身につけることや学習意欲の向上を目的として、ボランティアによる学習支援を行っています。

対 象 者　市内在住の小学４年生～中学３年生
日　　時　毎月第１・３日曜日　10：00～ 12：00
費　　用　無料
そ の 他　参加するには要件があります。場所など

の詳細は申込時にご案内します。

　また、月１回学習支援終了後「みらい
食堂」も行っています。現在はお弁当形
式によるテイクアウトで実施しています。

申 込 先　☎ 0297-25-2101

「みらい教室」（学習支援事業）のご案内

新春のごあいさつ
　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、新型コロナウイルスの流行が発端となり、当市におきましても感染

拡大市に指定されるなど、市民の皆さまには大変なご苦労をおかけしましたが、

ご協力を得ながら新しい年を迎えることとなりました。　　　

　まだまだ完全なる終息が見えない一方で、深刻な福祉課題は増えております。

職員一同、感染拡大防止に最善の注意を払い、引き続き課題解決のため事業を

進めてまいります。

　そうした状況下ではありますが、４月からは障がいを持った方、またそのご

家族のための総合相談窓口として、自立した生活が送れるよう必要な援助や情報提供を行う「基幹相談

支援センター事業」を受託し、障がい者福祉の強化を図ると共に、こども食堂の拡大及び子育て家庭や

妊産婦が、教育・保育施設や保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所で

相談や情報提供、助言等を行う「利用者支援事業」を受託し、子育て支援の機能強化を推進いたします。

　今年の干支は「丑」です。このような逆風に対し、牛歩ではありますが地に足をつけ、たゆまずそし

て着実に進む年にしたいと思います。

　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てまいりますので、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。

つくばみらい市社会福祉協議会
会長　小田川 浩
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　10月９日に開催を予定しておりました茨城県社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と
なりましたが、当市において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。（順不同）

　認知症は高齢者に多い病気ですが、65歳未満の比較的若い方も発症することがあり、これを「若年性認知症」
といいます。この病気が広く知られていないことで、ご本人やご家族が不安や悩みを抱えていても相談できる
場が少ないのが実情です。そこで、より多くの方に参加していただけるよう、今年度は常総市と合同で勉強会・
交流会を開催します。日頃抱えている不安や悩みはそれぞれですが、誰かに話し、共感してもらうことで気持
ちが楽になったり、これからの関わり方のヒントが得られるかもしれません。ぜひ、外に出て交流してみませ
んか。一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。

※新型コロナウイルス感染症の動向によっては、やむを得ず中止となる場合もございます。あらかじめご了承
ください。

福祉功労者を顕彰！

「若年性認知症のご本人とご家族の勉強会・交流会」を開催します！

★県知事表彰
＜ボランティア団体＞
おもちゃ病院ピノキオ　ひばり会　つくみ緑の会
楽しいハーモニカ　ホットケーキおはなしの会
＜福祉施設職員＞
南川香織　瀬川寛和　鷲田真弓　山﨑佑介

対 象 者　つくばみらい市在住の若年性認知症のご
本人とご家族（常総市在住の若年性認知
症のご本人とご家族も含む）

日　　時　１月 30日（土）10：00～ 11：30
場　　所　きらくやまふれあいの丘
　　　　　世代ふれあいの館　会議室

★県社会福祉協議会会長表彰
＜ボランティア団体＞
絹の台さくら公園きれいにし隊
＜福祉施設職員＞
田中智津子　佐伯リカ子　張替真理　栗島和宏
伊藤まゆみ　久保田雅子

参 加 費　無料
申 込 先　地域包括支援センター

☎ 0297-57-0203
（８：30～ 17：15　土 ･日 ･祝日除く）
１月 22日（金）までに、電話でお申し込
みください。

☆つくばみらい市地域資源マップを始めました☆
　社会福祉協議会では平成 29年度より生活支援体制
整備事業をつくばみらい市より受託し、生活支援コー
ディネーターが各地区協議体メンバーと話し合いを重
ね、グーグルマップに地域情報を登録しながら『地域
資源マップ』を作成しました。地域資源を地図に記載
することで情報がより分かりやすく「見える化」する
ことができました。地域の皆様には今後の生活の一
部として活用して頂き、また、改めてよりよい地域づ

▲社協HPのバナーから閲覧できます
ココをクリック !!

▲グーグルマップ上の記載例

くりを考えるきっかけにしていただけると幸いです。
　情報は以下アドレスか社協ホームページの『地域
資源マップ』のバナーをクリックすることで参照で
きます。
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Vn
tGuaBftIiq5TIYo4zWvz9cP-60onlO&usp=sharing
　今後も定期的に情報は追加・更新してまいります !!
問 合 せ　☎ 0297-25-2101
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　高齢者や障がい者、産前産後の方が住み慣れたまちで安心して暮らせるよう市民の参加と協力により家事援
助等を行うサービスです。利用者・協力者とも登録制になっております。詳しくはお問合せください。

　ボランティアグループ「フレンドリーみらい」は、障がいのあるお子さんの余暇支援活動をお手伝いする
グループです。今回は「支援が必要な子の関わり方」の講話を開催します。ぜひご参加ください。

　高齢者や障がいのある方で公共交通機関を利用しての通院が困難な方々が地域には多くおります。そのた
め、社会福祉協議会の公用車を利用して運転をサポートしてくれるボランティアの協力が必要となります。
　この機会に、運転ボランティアとして必要な心構えや知識を身につけ、地域の中で活躍してみませんか？

　今回は家飲みに最適な簡単に作れて、美味しいおつまみ料理を作ります。
　自宅で居酒屋気分を味わってみませんか？

有料在宅福祉サービス協力会員を募集

「フレンドリーみらい」研修会の参加者募集

参加者募集　運転ボランティア養成講座

参加者募集　プラチナ世代　男性料理教室

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。

利 用 料　１時間あたり 600 円
　　　　　※利用会員が協力会員に支払う報酬額
サービス内容

掃除、洗濯、食事の支度、買い物、通院介助、
話し相手など

日　　時　２月６日（土）10：00～ 12：00
場　　所　谷和原公民館　和室
講　　師　臨床心理士　馬場英美　先生
対　　象　市内在住、在勤、在学の方

日　　時　２月 13日（土）９：30～ 12：30
場　　所　保健福祉センター　研修室兼会議室
内　　容　９：30～ 11：30　講話
　　　　　11：30～ 12：30　福祉車両乗車体験

日　　時　2/2（火）　2/16（火）　3/2（火）
　　　　　各日 10：00～ 12：00
場　　所　谷和原公民館　調理室
内　　容　お酒に合うおつまみ料理

※月に１回、１日２時間程度の活動をされている方
もおります。
問 合 せ　☎ 0297-57-0205

募集人数　10名
締め切り　１月 21日（木）
申 込 先　☎ 0297-25-2101

募集人数　15名
締め切り　１月 27日（水）
申 込 先　☎ 0297-25-2101

募集人数　12名
締め切り　１月 21日（木）まで
申 込 先　☎ 0297-25-2101

　調理中に、包丁が切れなくて困ったことはありませんか？ボランティア「みらい研ぎクラブ」
では、そんな悩みを解決！ご家庭の包丁を無料で研ぎます。

みらい研ぎクラブ　無料包丁研ぎ開催

日　　程　①１月 21日（木）谷和原公民館
②２月 18日（木）カスミ富士見ヶ丘店駐車場

時　　間　10：00～ 12：00
（受付は 10：00～ 11：30）
預けた包丁は正午までに受取りに来て下さい。

料　　金　無料
そ の 他 包丁は１人２丁までとさせていただきます。

カスミ店舗内へは包丁を持参したままで
の入店はできません。

問 合 せ　☎ 0297-25-2101

※新型コロナウイルスの動向によっては、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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本　所
1月 5日(火) 1月19日(火) 1月26日(火)

支　所
1月12日(火)

2月 2日(火) 2月 9日(火) 2月16日(火) 2月24日(水)

〈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２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

・糸
い と が

賀孝
たかゆき

之　50,000 円　・古
こ が

河ヤクルト販
はんばい

売株
かぶしき

式会
がいしゃ

社　21,000 円　・松
まつもと

本譲
じょうじ

二　11,060 円
・匿名希望　10,000 円　
・つくばみらいライオンズクラブ　スクールガード帽子・手旗 50セット　・遠

えんとう

騰インターナショナル（株）
名
な く ら

倉智
ともはる

治　不織布マスク 1,000 枚　・つくばみらい市
し

退
たいしょく

職公
こ う む い ん

務員連
れんめい

盟　タオル 137 本、洗剤、その他 20個
・富

とみやま

山利
と し お

夫　さつまいも 60kg　・カアナハワイ　お米 10kg、腐葉土 1袋、食品、タオル一式
・匿名希望（計 8件）米 90kg、30kg、20㎏　炊飯器（2升炊き）　醤油 2本　不織布マスク 1箱　おもちゃ
一式×２　布わらじ一式　介護用パット一式

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）
◎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

支　所 1月13日(水)

本　所 2月10日(水)

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

▲予約は、当日
　の正午まで

※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。

社会福祉協議会職員募集のお知らせ
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
　　　　　（相談のうえ、時間外勤務あり）
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 3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）
⑴電話連絡のうえ、面接日を決定し、申込書兼履歴
書を持参してご来館ください。

⑵面接で合格された方のみを採用させていただきま
す。

※ご不明な点がある場合は、社会福祉協議会までお
問合せください。

問 合 せ　☎ 0297-57-0205

☆こども食堂日程変更のお知らせ☆
福岡げんき食堂の開催が１月９日（土）→１月 16日（土）に変更になりました。
直前の変更となり、皆様にご迷惑をお掛け致しますが宜しくお願いします。

問 合 せ　☎ 0297-25-2101


