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総合的な学習の時間に視覚障がい者への介助の方法（左上）と車イスの操作を学ぶ、七会小学校５年生総合的な学習の時間に視覚障がい者への介助の方法（左上）と車イスの操作を学ぶ、七会小学校５年生

やまゆり館だより

平成２５年度事業報告 ・ 収支決算

理事会評議員会報告

トピックス ・ 善意銀行 ・ よてい

地域ケアシステム

　総合的な学習の時間に、福祉体験学習（車イ
ス・高齢者疑似体験・手話体験など）を取り入
れている小中学校が多くあります。
　社会福祉協議会では、福祉体験学習のお手伝
いとして、視覚障がい者に対する介助の仕方や
車イスの操作方法、高齢者疑似体験の指導、そ
の他ご相談に応じて、ボランティアサークルをは
じめ各種団体と連携し、ご要望にお応えできるよ
う取り組んでいます。

思いやりの こころを はぐくむ
～福祉体験学習～



平成２４年度
事業報告
収支決算

　平成２４年度のかすみがうら市社会福祉協議会の事業報告並びに収支決算をご報告いたします。平成２４
年度は、東日本大震災の混乱から平穏を取り戻しはじめた矢先に、つくば市などを襲った竜巻災害が発生しま
した。本会からも現地へ職員を派遣しましたが、災害時の社協活動には再考の余地を感じました。「備えあれ
ば憂いなし」社会福祉協議会は、災害時も地域で助け合える、より良い福祉のまちづくりに努めてまいります。
　また、皆さまのご協力により集まりました社会福祉協議会会費の総額は 5,021,900 円となりました。この
会費は、高齢者の生きがいづくり事業や小中学生の福祉体験ワークキャンプの実施、おもちゃ図書館の運営
などに使わせていただいたほか、災害救援活動のために積み立てを行っております。

皆さまからいただいた会費５００円はこのように活用させていただきました。

80円

25円

210円

115円

20円

5円

45
円

ボランティアセンターに
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◆この広報紙も、皆さまか
らの会費を財源として発
行されています。

◆会務の運営
１）理事会・評議員会の開催
２）監査の実施
３）各種専門委員会の開催
◆自己財源の確保と社協活動の強化
１）社協会員会費実績　　　　5,021,900円
２）共同募金実績　　　　　　5,579,328円
３）歳末たすけあい募金実績　 4,151,950円
４）民生委員児童委員協議会連合会及び
　 各種福祉団体との連絡強化

◆社会福祉啓発活動及び広報活動
１）社会福祉大会への参加
　  ・ 第6２回茨城県社会福祉大会へ参加
　　 市内顕彰者　県知事顕彰　　　１名
　　　 　　　　　県社協会長感謝　23団体
　  ・ 第６３回母子寡婦福祉大会へ参加
　  ・ 第５１回老人クラブ大会へ参加
　　 県老人クラブ連合会長顕彰　　 １名
２）広報紙の発行
　  ・ かすみがうら社協だよりの発行　   年４回

◆研究及び研修
各種研修会への参加

◆地域福祉活動
１）地区社協事業の実施
２）地域ケアシステム推進事業
　  ・ 要援護家庭のサービス利用調整など
　  ・ 保健医療福祉担当者連絡会の開催
３）日常生活自立支援事業の受付
４）地域介護ヘルパー養成研修事業
５）ひきこもりサロン、相談会の開催
◆児童 ・ 青少年福祉
１）インスタントシニア ・ 車いす体験学習の指導
２）福祉体験ワークキャンプの開催
３）ボランティア協力校（小中学校）への援助協力
４）かすみがうら市子どもヘルパー
　 派遣事業の実施
５）子育て支援事業「クリスマス会」の開催
◆高齢者福祉
１）『食』の自立支援事業の実施
２）老人クラブ連合会への協力
３）いばらきねんりんスポーツ大会への参加
４）健康づくり事業への協力
５）ブレインジム講座の開催
◆心配ごと相談所
１）年間２４回実施（相談件数１４件）
２）相談員研修の実施
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◆障がい者福祉
１）障害者福祉会への協力
２）手をつなぐ育成会への協力
３）地域活動支援センター「作業所」の運営
４）在宅障がい児者家庭交流事業の実施
◆援護対策
１）生活福祉資金貸付の受付
２）小口貸付資金の貸付
３）歳末たすけあい援護金の配布
４）被災世帯への見舞金の支給
　　全焼　　３件　　半焼　２件
　　負傷者　１名
◆ボランティア育成強化対策
１）ボランティア連絡協議会への援助協力
２）ボランティア講座の開催
　  ・ マジック講座・朗読講座 ・ おりがみ講座　
３）ボランティアセンターの運営
　  ・ ボランティア相談　・ 福祉教材の貸出
　  ・ ボランティアセンターだより
　　 「かけはし」の発行（年２回）
◆母子寡婦及び父子家庭福祉
１）母子寡婦福祉会への協力
２）親子すこやか事業の実施
３）新入学児童へお祝い品の贈呈

◆介護保険事業
１）居宅介護支援事業所の運営
◆その他福祉事業
１）福祉車両（車イス対応車両）の貸出
２）車イス ・ ベッドの貸出
３）善意銀行預託金品の受け入れ
　  ・ 預託金　20件　5,813,679円
　  ・ 預託品　41件（古切手・車イス等）
４）日本赤十字社啓発事業
　  ・ 社費増強運動の実施　4,529,800円
　  ・ 災害救援物資の配布
　　 （毛布、タオルケット、日用品セット等）
５）移動おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施
６）親子映画鑑賞会の実施
７）マタニティシートベルトの貸出
８）義援金の受付と送付
　 【東日本大震災に関する義援金】
　　　・ 日本赤十字社　８件　219,356円
　 【茨城県竜巻災害に関する義援金】
　　　・ 日本赤十字社　１件　    5,150円
　　　・ 共同募金会　　３件　  67,623円

（単位：円）
決算総額 ： 165,201,779円

項　目 項　目
①会費収入
②寄付金収入
③補助金収入
④助成金収入
⑤受託金収入
⑥事業収入
⑦貸付事業等収入
⑧共同募金配分金収入
⑨負担金収入

決算額
5,021,900
5,813,679

48,498,000
500,000

56,868,014
1,813,994
687,000

8,066,244
613,450

合　　　　　　計

⑩居宅介護支援介護料収入
⑪その他の事業費収入
⑫自立支援等収入
⑬雑収入
⑭受取利息配当金収入
⑮会計単位間繰入金収入
⑯経理区分間繰越金収入
⑰前期末支払資金残高

合　　計

決算額
15,174,450

218,420
133,300
61,029
5,722

650,000
6,541,900

14,534,677
165,201,779

項　目 項　目
①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ボランティアセンター事業
④地区社協育成事業
⑤福祉啓発推進事業
⑥生活福祉資金事業
⑦日常生活自立支援事業
⑧地域ケアシステム推進事業
⑨地域介護ヘルパー養成研修事業

決算額
50,106,958
8,315,044
2,405,841
2,103,907
2,166,496
173,350
570,000

11,963,783
396,000

⑩子どもヘルパー派遣事業
⑪地域活動支援センター事業
⑫老人スポーツ推進事業
⑬食の自立支援事業
⑭居宅介護支援事業
⑮善意銀行事業
⑯小口貸付資金事業
⑰やまゆり館指定管理事業
⑱当期末支払資金残高

決算額
350,000

14,640,325
142,000
271,303

18,180,959
1,419,159
630,000

30,283,853
21,082,801
165,201,779

①3.040%
②3.519%

③29.357%

①30.331%

②5.033%
③1.456%
④1.274%

④0.303%

⑤1.311%

⑤34.423%

⑥0.105%
⑦0.345%

⑧7.242%

⑥1.098%

⑧4.883%
⑦0.416%

⑪8.862%

⑨0.240%
⑩0.212%

⑫0.086%
⑬0.164%

⑭11.005%
⑮0.859%

⑯0.381%

⑰18.331%

⑱12.762%

⑨0.371%

⑪0.132%
⑩9.185%

⑫0.081%
⑬0.037%
⑭0.003%
⑮0.393%
⑯3.960%

⑰8.798%

収入の部

支出の部

（単位：円）
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◆来館者　55,699名（子育てサロン、健康づくり、足湯、会議室　他）
◆管理業務
１）施設の保守点検、補修及び清掃
２）設備・器具の操作
３）施設経費に関すること
４）施設利用許可に関すること
５）節電対策
◆情報公開に関すること
１）ホームページに施設概要等を掲載
２）市広報紙への各種イベント情報の掲載
３）社協だよりへの各種イベント報告の掲載
◆防犯・防災対策
１）防災訓練の実施【87名参加】
    ・訓練、消防車等の展示
　　（協力：かすみがうら市西消防署）
◆健康づくりコーナー事業
年間利用者数　8,446名
足湯利用者数　5,325名
◆会議室等貸出事業
年間利用数（会議室、相談室）203件
◆子育て支援センター事業
１）子育てサロン【25,432名】
２）季節のイベントの実施
　・誕生会【195名】・七夕まつり【390名】
　・ 水遊び【369名】・運動会【104名】
　・いもほり【87名】・クリスマス会【309名】
３）子育て相談【236件】
４）０歳児事業
　・赤ちゃんマッサージ　２回実施【62組】
５）みんなで遊ぼう会【429名】　
　・ママとちょっとだけヨガ・レザークラフト
　・キッズリズム・所庭開放

〇季節に合わせた飾り付けを行い、利用促進を図りました。
〇利用者情報のシステム化を行い、受付時間の短縮を図りました。
〇子ども向けの自動販売機を設置しました。
〇利用者の安全のために、防犯カメラを追加設置しました。
〇防災対策として、水消火器を使った消火訓練と、煙体験を行いました。

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
　こんにちは、やまゆり館です。平成２４年度は多くの方にご利用頂きまして有り難うございました。
平成２５年度も地域の皆さまが利用しやすいやまゆり館を目指します。子育てサロン同様に健康コー
ナーもご利用下さい。適度な運動で必要な筋肉をつけませんか。筋肉量が多いと脂肪が燃えやすい
体質になります。健康な体づくりをしましょう。お待ちしています。

健康
・子育

て

みん
なの笑

顔

平成２４年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２４年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２４年度【やまゆり館管理事業】事業報告
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楽しいヨーヨー釣り かき氷、はいどうぞ！

ちよだ太鼓保存会の演奏ちよだ太鼓保存会の演奏

「げんき～ず」と一緒にイエーイ キョウリュウジャー上手に踊れたよ！「げんき～ず」と一緒にイエーイ キョウリュウジャー上手に踊れたよ！

楽しいヨーヨー釣り かき氷、はいどうぞ！かき氷、はいどうぞ！かき氷、はいどうぞ！かき氷、はいどうぞ！かき氷、はいどうぞ！
フルーツフェアリーから
お菓子のプレゼントも
ありました

　べビーマッサージは、ママとふれあう心地
よい安心感から、赤ちゃんのこころを安定さ
せ、笑顔にさせるだけでなく、安眠効果や夜
泣き予防にも効果があります。
　実際にマッサージをしながら、ベビーマッ
サージを学んでみませんか。

　あなたのまわりにイクメンはいますか？最近は、ベビーマッサージや子育てサ
ロンにもお父さんの姿がみられます。仕事で疲れていてもわが子のかわいい仕
草をみるとほっこりしますよね　負担にならない程度の自分に合った育児参加が
長続きのコツ!?やまゆり館にも一緒に来てみてくださいね。
【イクメン】育児を積極的に行うパパ、育児を楽しんで行うパパのこと。
　　　　　2010 年の流行語大賞でトップ10に入った。

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。

今後の日程：
　　　　　　9/11. 10/9. 11/13. 12/11
　　　　　　1/8. 2/12. 3/12
時　間： 午前１０時～１１時３０分
料　金：１回２００円
持ち物：バスタオル１枚　場所：やまゆり館

　　　予約制です。
予約受付開始日は、毎月発行される市の広報誌に載せています。

　今年もやまゆり館の七夕まつりを開催しました。午前中は「ちよだ太鼓保存会」の披露があり、
大きな音にびっくりして、泣き出してしまう子もいました。午後はお笑い芸人「げんき～ず」（吉
本興業）のコントとダンサーの「あっしー」と「まる」に『みんな集まれ！キョウリュウジャー』
のダンスを教えてもらって、一緒に元気いっぱいに踊るなど、楽しい時間を過ごしました。

　夏祭り縁日コーナーでは、おもちゃ図書館ボランティア「ひ
よっこ」の皆さんの協力で、わたあめやスペシャルかき氷、
ヨーヨー釣りなどを楽しみました。
　また、かすみがうら市農林水産課と観光商工課の協力で、
特産品の試食とPRコーナーもあり、大変盛り上がりました。

にこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージにこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージにこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージ

やまゆり館の

七夕まつり
やまゆり館の

七夕まつり
やまゆり館の

七夕まつり
2013

（木）
７月４日

イクメンの参加、増えてます！！

平成25年

平成26年

きもちい～♪
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平成２５年度 第１回理事会
議題
１　平成２４年度かすみがうら市社会福祉協議会事業報告・一般会計収支決算について　　認定
２　平成２４年度かすみがうら市社会福祉協議会指定管理者事業地域福祉センターやまゆり館
　  事業報告・特別会計収支決算について　   認定
３　平成２５年度かすみがうら市社会福祉協議会一般会計補正予算について　　承認
４　かすみがうら市社会福祉協議会評議員の選任について　　認定

報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制について
２　かすみがうら市社会福祉協議会決裁規程の一部改正について

平成２５年度 第１回評議員会
議題
１　平成２４年度かすみがうら市社会福祉協議会事業報告・一般会計収支決算について　　承認　　
２　平成２４年度かすみがうら市社会福祉協議会指定管理者事業地域福祉センターやまゆり館
　  事業報告・特別会計収支決算について　   承認
３　平成２５年度かすみがうら市社会福祉協議会一般会計補正予算について　　承認
４　かすみがうら市社会福祉協議会評議員の選任について　　同意

報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制について

平成２５年５月２９日（水）開催

★★★ スタッフ募集 ★★★

職業指導員･生活支援員･就労移行支援員も募集中!!

今秋からオープンする
新しい障がい者施設（デイ）でのお仕事です。

第２回評議員会
議題
１　かすみがうら市社会福祉協議会理事の選任について　　同意
２　かすみがうら市社会福祉協議会監事の選任について　　同意

平成２５年６月２５日（火）開催

理事会・評議員会  報告

第２回理事会
議題
１　かすみがうら市社会福祉協議会会長・副会長の選任について　　同意
２　かすみがうら市社会福祉協議会会長職務代理者の選任について　　同意

報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会副会長・理事の順位について

●応募資格

●賃　　金
●募集人数
●勤 務 地

サービス管理責任者の資格を有する方
または、ヘルパー２級以上で実務経験５年以上の方
月１９万円から
１名
かすみがうら市内

平成２５年７月１日（月）開催

広告欄

詳しくは
お問い合わせ
ください。

非営利障がい者自立支援事業 TEL・FAX
0299-59-3395
携　帯
090-7563-9642（担当 ： 山﨑）

一般社団
法　　人 銀　河
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地域ケアシステム推進事業

　地域ケアシステム推進事業は、支援を必要とする方ひとりひとりに「在宅ケ
アチーム」をつくり、きめ細かい在宅サービスを提供できるよう支援するシステ
ムです。本人だけでなく家族も含めて支援するファミリーケアを目指しています。

一人暮らしのお年寄りや障害のある方、子育てに不安がある方など、地域で様々な悩
みを抱えて困っている人が対象です。

どんな人が対象なの？

支援を必要としている方に直接サービスを行う人たちのこと。地域ケアコーディネー
ターが中心となり、保健師やホームヘルパー、民生委員・児童委員など保健・医療・
福祉の関係者をはじめ、地域住民やボランティアの方々で構成します。

在宅ケアチームってなぁに？

訪問介護や通所介護など介護保険等の法的な福祉サービスに、近隣住民の協力を得
た見守りや安否確認など地域ぐるみの手厚いサービスを構築します。

どんなサービスが受けられるの？

介護保険制度は高齢者を対象としていますが、地域ケアシステムは、高齢者以外にも
障がい者、子育て親、難病患者、引きこもりなども対象となっています。それに、介護保
険を受けている人も地域ケアシステムで支援しているケースもあります。

介護保険制度とはどう違うの？

相談からサービス提供までのながれ

例えばこんな人は…

このほかにも地域で
様々な生活課題を抱えて
困っている人たちは…

  保健・医療・福祉の関係者で構成される
「サービス調整会議」で、サービス内容を検
討・決定します

そして在宅ケアチームが編成されますそして在宅ケアチームが編成されます

  在宅ケアチームによるサービスが開始されます
（保健・医療・福祉の連携、地域の人々の支援）

ご相談は、社会福祉協議会へお電話ください。
ご本人以外の方からも受け付けております。　　　　029-898-2527

　地域ケアコーディネーターが
　あなたの希望をお聞きします
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　お近くの民生委員・児童委員、
各種福祉相談員、市の福祉課な
どに相談してみましょう

　お近くの民生委員・児童委員、
各種福祉相談員、市の福祉課な
どに相談してみましょう

かすみがうら
市 受 託（ （
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● ㈱久松哲男商店
● 長谷川春子

●ひまわり会　●木間塚仙子　●宮下英雄
●七会地区女性会　●宇梶次男　●マグ加工（株）
　 他多くの皆さまにご協力いただいております。

いも苗
使用済みテレフォンカード

140,000円

414,455円

596,329円

135,000円

30,000円
100,000円

　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２４年度に皆さまよりお寄せいただいた善意は、以下の
ように活用させていただきましたので、ご報告いたします。

平成２４年度払い出し実績

善 意 銀 行善 意 銀 行善 意 銀 行

古切手古切手

高齢者のために（敬老式典）

福祉車両と盲導犬のために

生活に困っている人のために

火災などで被害を受けた方へ

その他
（送り先に指定があった寄付）
プルミエールひたち野へ

手をつなぐ育成会へ

県社協へ送付
しらうめ荘へ
やまゆり館へ

グリーンヒル千代田へ
ホワイトハウス千代田へ
プルミエールひたち野へ

サンシャインつくばへ
ピソ天神へ

ホワイトハウス千代田へ
福祉作業所へ
市内小学校へ

社協貸出用福祉用具へ

社協貸出用具へ

古切手・使用済みテレフォンカード

タオル
芋苗
雑巾

座布団

絵本
車イス
ペタンクグラウンドゴルフセット

預託品預託品

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】

　１３年前、保健センターの事業として設立
しました。
　現在は１３名で運営しています。
　避けて通れぬ「老」の時を、少しでも先
延ばしできるよう、シルバーリハビリ体操の指
導を受け、健康意識を高めつつ、お手玉や
巾着袋作り、季節の料理を持ち寄っての食事
会、花見や日帰り旅行などを楽しんでいます。

ととと ぴぴぴ っっっ くくく すすす

次回は、岩坪地区で活動する「岩坪サロン」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

第２火曜日　サロン・おしゃべりetc　10：00～１３:００
第４火曜日　シルバーリハビリ体操　　 9：55～１１:００
逆西１１区集会所
・今の気力体力を維持すべく、心と体のリフレッシュ
・地域でのボランティア活動
13名
なし　※会員のカンパ

今回は  逆西１１区ふれあいサロン  をご紹介します。
代表の松本美津子さんから一言

　今回は、贈答用の昼寝枕を作りました。
産地直送のそば殻の袋を開けて“ギャ
ア !!”保管場所が悪く、米虫が…。釜炊
き蒸し器で殺虫→消毒→乾燥→ハーブで
防虫→縫製。目が、指が、糸が通らない
と大はしゃぎ。そして完成。「やったね」
と大感動。若さの秘訣ここにあり

実施日は、こちら
の看板と共にお待
ちしています。
会員募集
していま～す！

サロン活動紹介・リレー第３号

やまゆり館
5日(木)
3日(木)

8月は３回ともやまゆり館です。
１日（木）　　２２日（木）　　２９日（木）

新治児童館
12日(木)
10日(木)

女 性 の 家
7日(水)
11日(水)
9日(水)

あじさい館
28日(水)
25日(水)
23日(水)

大塚ふれあいセンター
19日(木)
17日(木)

第一保育所
26日(木)
24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･相談無料
※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

８月

10月

９月

８月

10月

９月

やまゆり館
8日(木)　22日(木)
12日(木)　26日(木)
10日(木)　24日(木)

８月

10月

９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
17日(土)
21日(土)
19日(土)

８月

10月

９月
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８月

10月

９月

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

平成２５年４月１日～６月３０日
順不同・敬称略
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