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社協アルバム

平成２５年度事業計画・収支予算

社協アルバム・理事会評議員会報告

トピックス・善意銀行・よてい

やまゆり館だより

　子どもヘルパー派遣事業とは、世代間交流を
通じて「高齢者を地域みんなで支え合う」意識
を高め、いたわりの心を育むことや、地域の絆
づくりを目指した茨城県独自の事業です。
　かすみがうら市では下稲吉東小学校をモデル校
として、平成２４年度は5年生の総合的な学習の
時間に、学習会や交流会・訪問活動などを行い
ました。  子どもヘルパー派遣事業の様子は５ページに掲載

地域の絆をつなぐ 
　　　　～子どもヘルパー派遣事業～

「社協だより」は、みなさまからの社協会費によって発行しています。記事に関するご意見ご質問をお寄せください　



１. 地域における自主的な福祉活動の推進

２. ボランティア・福祉団体活動の振興

３. 福祉教育・啓発活動の実施

４. 多様化する福祉サービスの企画・実施

５.公益事業（地域福祉センターやまゆり館）の経営

予算総額 ： 149,493,000円

項　目 項　目
①会費収入
②寄付金収入
③市補助金収入
④受託金収入
⑤事業収入
⑥貸付事業等収入
⑦共同募金配分金収入
⑧負担金収入

予算額
5,021,000
700,000

47,000,000
57,636,000
1,676,000
680,000
9,165,000
949,000

合　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　計

⑨居宅介護支援介護料収入
⑩その他の事業費収入
⑪自立支援等収入
⑫雑収入
⑬受取利息配当金収入
⑭経理区分間繰入金収入
⑮積立預金取崩収入
⑯前期末支払資金残高

予算額
15,935,000
128,000
129,000
49,000
2,000

5,244,000
368,000
4,811,000
149,493,000

項　目 項　目
①法人運営事業費
②共同募金配分金事業費
③ボランティアセンター事業費
④地区社協育成事業費
⑤福祉啓発推進事業費
⑥生活福祉資金事業費
⑦日常生活自立支援事業費
⑧地域ケアシステム推進事業費

予算額
56,327,000
9,564,000
825,000
2,288,000
2,614,000
205,000
566,000

12,265,000

⑨地域介護ヘルパー養成研修事業費
⑩地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業費
⑪老人スポーツ推進事業費
⑫食の自立支援事業費
⑬居宅介護支援事業費
⑭善意銀行事業費
⑮小口貸付資金事業費
⑯やまゆり館指定管理事業費

予算額
453,000

15,083,000
142,000
381,000

16,064,000
1,068,000
1,080,000
30,568,000
149,493,000

①3.359%

①37.679%

②0.468%

②6.398%

⑤1.121%

⑤1.749%

⑥0.455%
⑦6.131%
⑧0.635%

⑥0.137%
⑦0.379%

⑧8.204%
⑨0.303%

⑩0.086%
⑪0.086%
⑫0.033%

⑪0.095%
⑫0.255%

⑬0.001%
⑭3.508%

⑭0.714%

⑮0.246%

⑮0.722%

⑯3.218%

⑯20.448%

⑬10.746%

⑩
10.089%

⑨
10.659%

平成２5年度
事業計画
収支予算

　現在、少子高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って、地域社会や家庭の様相は大きく
変容する中、経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相まって、孤独死や自殺、ひきこもりなどの社会
的孤独の問題、経済的困窮や低所得の問題、さらには、虐待や悪徳商法等の権利擁護の問題など、地
域における生活課題は深刻化し、広がっています。
　このような状況において、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉
協議会には、こうした今日的な地域福祉の課題を受け止め、その解決に向けた取り組みを図ることが強く
求められています。
　今後とも、多様化する福祉サービスに対応できるよう、組織・体制への充実を図り、「笑顔あふれる ふ
れあい豊かな 福祉のまちづくり」に取り組んでまいります。

１. 地域における自主的な福祉活動の推進
　社会福祉の焦点が地域福祉に当てられてい
る状況の中で、地域住民のニーズに応えるた
めに、関係機関や団体が実施する様々な活動
と連携し、新たな社会資源を開発しながら、
地域福祉体制支援の推進に努めます。
２. ボランティア・福祉団体活動の振興
　 地域におけるボランティア活動を活性化する
ため、ボランティア養成を行い、福祉団体と連
携を進めます。

３. 福祉教育・啓発活動の実施
　 福祉教育に関する要請等に積極的に応えて
いくと共に、福祉体験学習の場を提供します。
４. 多様化する福祉サービスの企画・実施
　地域住民のニーズを把握し、地域福祉の充
実を図ります。
５.公益事業（地域福祉センターやまゆり館）の経営
　子育て支援センターの充実と健康づくりコー
ナーの利用促進を図ります。

●●●基本方針●●●

●●●重点目標●●●●●●重点目標●●●

収 入の部

支 出の部

（単位：円）

（単位：円）

④38.554%

④1.531%

③31.440%

③0.552%
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地域の皆さんが安心・安全に生活していくために

○心配ごと相談所の開設
○地域ケアシステム推進事業の実施（市受託）
○被災した世帯へのお見舞い金の支給
○善意銀行の運営
○ひきこもり当事者・家族のためのサロン
　「フリースペースフラット」の開催と個別相談
　の実施
○行旅病人等への一時援護
○歳末助け合い義援金の配布

高齢の方や障害のある方のために

○日常生活自立支援事業【県社協】の実施
○「食」の自立支援事業【市受託】
○市敬老式典への支援と協力
○いばらきねんりんスポーツ予選会の開催
○いばらきねんりんスポーツ大会への参加

○福祉車両（車いすを乗せることのできる車）
　の貸出事業
○福祉用具（車いすなど）の貸出事業
○在宅障がい児者交流会・歳末お楽しみ会の開催
○盲導犬等利用者への支援
○ゆうあいスポーツ大会参加への支援と協力
◆地域活動支援センターの運営【市受託】
◆介護保険事業：居宅介護支援事業所の運営
■老人クラブ連合会への活動支援と協力
■手をつなぐ育成会への活動支援と協力

たくさんの方に福祉活動を知っていただくために

○広報紙『社協だより』の発行
○茨城県社会福祉大会への参加
○かすみがうらマラソンへの参加協力
○かすみがうら祭・あゆみ祭りへの参加

○社協会員の加入促進
○地域介護ヘルパー養成研修事業（市受託）
○コミュニティづくりのための備品の貸出
■地区社会福祉協議会（小学校区毎）への
　活動支援と協力
◆地域福祉センターやまゆり館の経営（市受託）

日本赤十字社かすみがうら市地区として

○赤十字社員啓発運動
○災害救護活動
○救急法講習の開催
○災害救援物資の配布

各種貸付事業

○生活福祉金貸付事業（県社協受託）
○小口貸付金貸付事業

福祉還元リサイクル促進事業

○エコキャップ推進事業
○入れ歯回収事業

ボランティア活動の窓口として（ボランティアセンター）

○ボランティアに関する相談・紹介・登録
○ボランティア保険の手続き
○ボランティアセンター広報紙『かけはし』の発行
○ボランティア養成講座の開催
　• 朗読　• マジック　• バルーンアート
　• ブレインジムボランティア指導員養成講座
○ボランティア教材の貸出
○ボランティア団体、協力校への援助協力
■ボランティア連絡協議会への活動支援と協力

児童・青少年の健全育成と子育て支援ために

○移動おもちゃ図書館「ひよっこ」の運営
○子どもヘルパー派遣事業の実施【下稲吉東小学校】
○福祉体験用具の整備（インスタントシニア体験）
○親子映画上映鑑賞会の実施
○福祉体験ワークキャンプの実施
○小中学校での福祉体験学習の実施
○母子父子家庭への援助
　• 親子すこやか事業　• 入学祝い品の配布
○子育て支援コンサート、七夕まつりの実施
○マタニティーシートベルト貸出事業
■母子寡婦福祉会への活動支援と協力

地域の活動を活発にするために

各種募金活動の推進

○赤い羽根共同募金運動
○歳末たすけあい基金
○災害支援募金活動

平成２４年度事業報告・収支決算については、次号に掲載いたします。 3社協だより　第 33号



　　平成２５年１月２６日 ( 土 )
　  宅障がい児者 日帰り交流会
　これまで一泊で実施してきた、在宅障がい児
者とその家族を対象にした交流会が、今年から
日帰りでの交流会となりました。
　スカイツリーの見えるホテルでバイキング昼食
を満喫した後は、エプソン品川アクアスタジア
ムで、海底散歩気分を味わったり、イルカショー
を楽しみました。

社会福祉協議会で行った行事や事業を
　　　　　　　　ご紹介するコーナーです。

間近に見えるスカイツリーに歓喜

自衛隊による炊き出しもありました。

炊き出しを行う地女連の皆さん。炊き出しを行う地女連の皆さん。

自衛隊による炊き出しもありました。

　　平成２５年３月２日 ( 土 )
　  りがとう、いちご狩り

　今年も土浦地域労働者福祉協議会のご支援を
受け、手をつなぐ育成会親子レクリエーション「い
ちご狩り」を開催しました。
　恒例となった行事にみんな大喜び。真っ赤ない
ちごをたくさん食べて、たのしい時間を過ごすこ
とができました。

　　平成２５年２月１７日 (日 )
　  災訓練に参加しました。

　市の防災訓練に参加し、非常食配布と炊き出
し訓練を行いました。
　炊き出し訓練は、赤十字奉仕団が災害時に行う
方法（ポリ袋による炊飯）で実施し、地域女性団
体連絡協議会の皆さんにご協力をいただきました。

災害救護活動 ポリ袋を使った炊き出し
＋特徴は？
・災害時に最小限の材料で、簡単に炊き出し
ができます。
・炊き出したご飯の持ち運びに便利で、食器
やはしが不要なうえ、どこでも食べることが
できます。
・手が汚れていても、食べることができます。
（おにぎりに比べて衛生的です。）
＋ポリ袋で？？？
・ポリ袋は「ハイゼックス」とも呼ばれ、中低
圧ポリエチレン（耐熱ポリエチレン）ででき
ています。沸騰したお湯の中でも有害物質を
出しません。
・インターネットサイトなどでも市販されていま
す。（「ハイゼックス」で検索　）
100 枚 1,200 円～ 1,500 円ですので常会
等で備えておいてもいいですね。

在 あ

防

輪ゴムを保管していて
も、イザという時劣化し
て使えない場合もあるこ
とから、輪ゴム不要のタ
イプもあるようです。

水１カップ 熱に強いポリ袋
　（例  中低圧ポリエチレン）

空気をぬいて
輪ゴムでとめる

洗った米１カップ
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平成２４年度

かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業
　下稲吉東小学校をモデル校として、５年生を対象に子どもヘルパーに任命して、高齢者
とのコミュニケーションについて学んだり、交流活動を行いました。
　１学期は、インスタントシニア体験や学習会を行い、高齢者について学びました。今回は、
「高齢者と交流を図る」をテーマに活動した、２・３学期の活動をご紹介します。

教室で交流会 角来青葉会老人クラブの皆さんをお招きしました。

教室を飾り付けてお迎えしました。 こうだっけ？ 一緒にあやとり 人生の先輩と人生ゲーム

グラウンドゴルフで交流会 千代田グラウンドゴルフクラブの皆さんと楽しみました。

用具の使い方やルールの説明を受けて、競技開始！ スコアもつけました。

お宅訪問！ 活動 一人暮らしや高齢者のみで暮らしている方のお宅を訪問しました。

お手伝いをしたり、お話しをし
たりおはじきやカルタをしたり。

訪問先の方から、「家の中に
元気な声が響いてうれしかっ
た」などの声を
いただきました。

活動で出会った方たちに、
絵手紙をかいて送りました。

この活動を機
に、地域に目
を向け支え合
う、やさしい
心をはぐくむこ
とを期待して
います。

お便り　　活動 活動報告会・修了式
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サロン運営代表の大友美智子さんより

平成２４年度第２回　理事会
議題
⑴平成２５年度かすみがうら市社会福祉協議会事業計画並びに一般会計収支予算・特別会計収支予算について　　認定
⑵かすみがうら市社会福祉協議会定款の一部改正について　　認定
⑶かすみがうら市社会福祉協議会評議員の選任について　【評議員】加固 豊治　　同意
報告
⑴緊急対応拠点整備事業について
⑵義援金と配布状況について

平成２４年度第２回　評議員会
議題
⑴平成２５年度かすみがうら市社会福祉協議会事業計画並びに一般会計収支予算・特別会計収支予算について　　承認
⑵かすみがうら市社会福祉協議会定款の一部改正について　　承認
⑶かすみがうら市社会福祉協議会理事の選任について　【理事】鈴木 良道／都賀 重信　　同意
報告
⑴緊急対応拠点整備事業について
⑵義援金と配布状況について

平成２５年３月２８日（木） 於：やまゆり館　会議室

理事会・評議員会報告

　　 平成２５年３月16日 ( 土 )
　　きこもり事例検討会を開催
　茨城県内でひきこもり支援を行っている団体等
が一堂に会し、事例検討を行いました。
　当日は、他市社会福祉協議会をはじめ、不登校
やひきこもり支援をする１０の団体が集まり、参加
者からは活発な意見が交わされました。
　支援者同士の連携や知識、知恵の共有の為に
も定期的に開催し、ひきこもり支援等に役立てら
れればと思います。

　　 平成２５年４月６日 ( 土 )
　　リースペース「フラット」発足！【ひきこもりサロン】
　かすみがうら市・行方市で開催していた３つのフリースペース「れんげ草」「かえで」「メープル」
を統合し、新たに「フラット」として発足しました。
　発足式では、サロン運営代表の大友さんより挨拶があり、スタッフ紹介などを行いました。
　発足式の後は、近くのグラウンドへお花見に出かける予定でしたが、雨天のため、室内で楽しい
時間を過ごしました。
　フリースペース「フラット」は、毎月第４土曜日、午後１時３０分から午後４時まで、かすみがうら市
あじさい館講座室にて開催します。

開催日
場 所
平成 25年

平成 26年

4/27　5/25　6/22　7/27　8/24
9/28　10/26　11/23　12/21※
1/25　  2/22　  3/22

毎月第４土曜日　13：30～ 16：00
あじさい館　講座室

　私たちにできることは、そばにいる一人一人に寄り添い、いっしょに悩み・考え・笑い合え
ること、そして一歩を踏み出せる『力』を信じていくことです。
　多方面で活躍する経験豊かなスタッフと共に、ゆっくりときめ細やかな活動を続けていきたい
と思っています。

：
：

※12月のみ第3土曜日になります。

ひ

フ
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地域福祉センター やまゆり館 だより地域福祉センター やまゆり館 だより地域福祉センター やまゆり館 だより健康
・子育

て

みん
なの笑

顔

「みんなであそぼう会」

マザークラブさんとあそぼう
「みんなであそぼう会」

マザークラブさんとあそぼう
「みんなであそぼう会」

マザークラブさんとあそぼう
　２月のあそぼう会は、大塚児童館マザーク
ラブさんと手遊び・パネルシアター・体操を
行いました。
　「体を動かして遊べてよかった」「時間が短
かったが手作り感があってよかった」などの
声が聞かれました。

2013

（木）

2月21日
思い出飾ろう！

スクラップブッキング
思い出飾ろう！

スクラップブッキング
思い出飾ろう！

スクラップブッキング
　２月のスクラップブッキングは冬バージョ
ン！ 雪だるまやペンギン、妖精なども飾りつ
けて、かわいい作品がたくさん出来上がりま
した。

2013

（木）
2月28日

わたしのかわいいおひなさま

チューリップびな作り
わたしのかわいいおひなさま

チューリップびな作り
わたしのかわいいおひなさま

チューリップびな作り
　３月の作ってあそぼうでは、ひな祭り用に
「チューリップびな」を作りました。
　作ったチューリップびなには、ひなあられ
を入れてお持ち帰りしました。

2013

（金）
3月1日

「みんなであそぼう会」

おいしい♥おやつ作り

にこにこスキンシップ

ベビーマッサージ

「みんなであそぼう会」

おいしい♥おやつ作り

にこにこスキンシップ

ベビーマッサージ

「みんなであそぼう会」

おいしい♥おやつ作り
　更生保護女性の会のご協力で、簡単おや
つ作りを行いました。
　「ごはんの落とし焼き」と「おかずパン」
をつくり、出来上がったおやつをみんなでお
いしくいただきました。

2013

（金）

3月15日

にこにこスキンシップ

ベビーマッサージ
　親子のスキンシップを図るために、音楽に
合わせたベビーマッサージ教室を行いまし
た。
　マッサージを受けた赤ちゃんは、とてもう
れしそうニコニコしていました。

ベビーマッサージは、
毎月第２水曜日（８月を除く）に
実施しています。

2013

（月）

3月18日

実施日 

時 間
料 金
持ち物

5/8.  6/12.  7/10.  9/11.
10/9.  11/13.  12/11.  1/8.
2/12.  3/12
午前１０時～１１時３０分
１回２００円
バスタオル１枚

予約制です。
予約受付開始日は、毎月発行される
市の広報紙を確認してください。

：

：
：
：
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土浦北ライオンズクラブの皆さま土浦北ライオンズクラブの皆さま 土浦地域労働者福祉協議会様土浦地域労働者福祉協議会様

●更生保護女性の会 出沼泰子
●ボランティア連絡協議会
●土浦地域労働者福祉協議会
●土浦北ライオンズクラブ会長 井上務
●（株）スーパーマルモ　おかず屋

●逆西１１区ふれあいサロン　●古渡直子　●木間塚仙子
●七会地区女性会　●金井恒子　●志筑小学校
　 他多くの皆さまにご協力いただいております。

15,000円
10,000円
100,000円
100,000円
5,395円

座卓・座布団一式
絵本50冊

　みなさまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。お寄せいただいた
善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってかすみがうら市の地域福祉向上のために活用させ
ていただきます。（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）

平成２５年１月１日～３月３１日　順不同・敬称略
善 意 銀 行善 意 銀 行善 意 銀 行

古切手古切手
●市川区台地常会
●㈱桜井石油

預託品預託品

預託金預託金

「なんでもかんでも」相談【13：30～16:30】心配ごと相談【13：30～16：00】心配ごと相談【13：30～16：00】

移動おもちゃ図書館ひよっこ【9：30～11：30】移動おもちゃ図書館ひよっこ【9：30～11：30】

　「普段着のまま、身近に集まれる場所がほしい」
そんな思いが動機となり、安飾地区公民館をお
借りして平成２３年７月に設立しました。
　サロン名の“いってみっか”は親しみのある方
言を使用しました。
　いきいきヘルス体操で始まり、手作り昼食、お
しゃべり、おたのしみ会。笑いと歓声の時間をみ
んなで共有でき、平均年齢７９歳とは思えない
若 し々さを感じています。

ととと ぴぴぴ っっっ くくく すすす

次回は、逆西 11区で活動する「逆西１１区ふれあいサロン」をご紹介します。おたのしみに
サロン活動を「やってみたいな」と思ったら、社会福祉協議会へご相談ください。

活 動 日
場 　 所

内 容

会 　 員
会 　 費

毎月第１木曜日11:00 ～ 14:00
安飾地区公民館
心と体をリフレッシュして　
明日への活力を養っています。
２９名
1回 200円

今回は  いってみっかサロン  をご紹介します。
代表の阿曽悦子さんから一言
　手探りながら８人の仲間で考え、
手作りの昼食は、毎回地産地消を主
とした食材で工夫を重ねて作ります。
「おいしい」「この日が待ち遠しい」
を聞くと、年を重ねることの楽しみ方
のヒントになるような気がします。
　家が一番の皆さんも、一度「いっ
てみっか」と腰をあげ、のぞいてくだ
さい。きっと楽しいことに出会えます。
そしてみんなで健康を確認しません
か。

サロン活動紹介・リレー第２号

↑手作りのポスターで
　次の開催日をお知らせ
　しています。

やまゆり館
2日(木)
6日(木)
4日(木)

新治児童館
9日(木)
13日(木)
11日(木)

女 性 の 家
8日(水)
12日(水)
10日(水)

あじさい館
22日(水)
26日(水)
24日(水)

大塚ふれあいセンター
16日(木)
20日(木)
18日(木)

第一保育所
23日(木)
27日(木)
25日(木)

移動おもちゃ図書館ひよっこ【9：30～11：30】
就学前のお子さまであれば、どなたでも無料でご利用いた
だけます　必ず保護者同伴でご利用ください。

心配ごと相談【13：30～16：00】
「どこに相談してよいか
わからない」そんな身近な
悩みや不安、解決の
お手伝いいたします。
予約不要
※電話相談はお受けできませんのでご了承ください。

子育て相談【　　　　　】要予約9：00～11：00
14：00～16：00子育て相談【　　　　　】要予約

「なんでもかんでも」相談【13：30～16:30】

※法律のみ先着３名までで、要予約

子育て相談【　　　　　】要予約
保育士が
子育ての悩み
発達の悩み
などに
アドバイス。

こちらのお問い合わせ・予約は
029-832-5601【やまゆり館】まで

５月

７月

６月

５月

７月

６月

やまゆり館
９日(木)　23日(木)
13日(木)　27日(木)
11日(木)　25日(木)

５月

７月

６月

「なんでもかんでも」相談【13：30～16:30】
心理・精神・法律
医療・保育・
障がいの
専門相談員が
応じます。
※法律のみ先着３名までで、要予約

やまゆり館
18日(土)
15日(土)
20日(土)

５月

７月

６月

よ
て
い
・
い
ろ
い
ろ

よ
て
い
・
い
ろ
い
ろ

５月

７月

６月

9：00～11：00
14：00～16：00
9：00～11：00
14：00～16：00
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