
5 月 3 日帆引き船フェスタが開催され、会場では産業能率大学の学生の
皆さんによる熊本県への義援金募集活動が行われました。さわやかなお
兄さん・お姉さんの活動に、来場した皆さんからたくさんの義援金協力
をいただきました。※義援金報告はP6

ともに生き　みんなと住み続けたい　思いやりのまちづくり
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社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。

Contents　～もくじ～

「社協だより」は、皆さまからの社協会費により、発行しています。記事に関するご意見ご感想をお寄せください　　

表紙   帆引き船フェスタ・義援金募集活動　   ４ ・ ５ やまゆり館だより　 　　  ７ 　ボランティアセンターだより

２ ・ ３ 平成27年度事業報告・収支決算　 　    ６    トピックス・義援金報告　  ８ 　よてい・いろいろ

第48号第48号



　東日本大震災の発生から５年が経ち、気づくと茨城県内ではつくば市
の竜巻被害、常総市の大洪水等５年で３度の大きな災害に見舞れていま

す。災害支援、災害ボランティア、災害義援金などの活動が毎年のように目にする日々が常
態化したように続いています。このような危機的状況になったときには「絆」の大切さを再
認識させられます。お互いが助け合い・支えあう相互扶助が、人間関係が希薄になりつつあ
る現代においては大切なことであり、お互いが信頼できる地域社会づくりを進めることの大
切さを痛感しました。
　また、平成２７年度は社会保障制度の改正が相次ぎ、市町村社会福祉協議会として地域
事業にどのように取り組んでいくべきか模索の一年となりました。国が進める福祉施策を踏
まえ、地域の声を聞きながら少しずつ地域福祉の担い手としての使命を果たせるよう本会の
運営を目指してまいります。

決算総額 ： 176,426,167円

収 入 合 計 176,426,167

項　目 項　目決算額 決算額
①会費収入
②寄付金収入
③経営経費補助金収入
④受託金収入
⑤貸付事業等収入
⑥事業収入

5,217,250
888,049

66,161,969
47,073,788
360,000
1,821,374

⑦負担金収入
⑧介護保険事業収入
⑨障害福祉サービス等事業収入
⑩受取利息配当金収入
⑪その他の収入
⑫前期末支払資金残高

163,000
18,224,726
14,567,238

8,572
9,935,254
12,004,947

収入の部

支出の部

（単位：円）

収 入 合 計 176,426,167

項　目 項　目決算額 決算額
（単位：円）

①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ﾎﾞ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食の自立支援事業
⑦生活福祉資金事業
⑧日常生活自立支援事業
⑨善意銀行事業

63,903,838
11,069,911
1,214,561
1,946,113
3,218,969
234,915
179,531
569,756
1,509,846

⑩小口貸付資金事業
⑪地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進事業
⑫地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業
⑬子どもﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業
⑭いばらきねんりんスポーツ推進事業
⑮生活困窮者自立相談支援事業
⑯居宅介護支援事業
⑰指定管理事業
⑱当期末支払資金残高

410,000
14,654,000
14,800,821
171,000
156,000

12,000,000
15,746,157
20,650,053
13,990,696
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◆会務の運営
　１）理事会・評議員会・各種委員会の開催

◆自己財源の確保と社協活動の強化
　１）社協会員会費実績　　　5,217,250円

◆社会福祉啓発活動及び広報活動
　１）各種福祉大会への参加
　　・第65回茨城県社会福祉大会へ参加
　　　市内顕彰者　県知事顕彰　　　　2名
　　　　　　　　　県社協会長表彰　　7名
　　・第66回茨城県母子寡婦福祉大会へ参加
　　・第54回茨城県老人クラブ大会へ参加
　　・第53回手をつなぐ育成会茨城大会へ参加
　　　単位育成会貢献者表彰　　　　　　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・臨時号1回

◆研究及び研修
　１）地域福祉を考える座談会の開催

◆心配ごと相談所の開設
　１）年間２４回実施（相談件数13件）
　２）相談員研修の実施

◆専門相談の実施（なんでもかんでも相談）
　１）年間11回実施（相談件数36件）

◆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
　　・ハンドセラピー講座 ・朗読講座 　　　　
　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（社協だより内）
　４）災害ボランティアセンターの啓発
　　・かすみがうら市防災訓練への参加
　５）災害ボランティアバス運行（2回）※常総市
　６）市町村災害協定による職員の被災地派遣
　　（延べ69名）※常総市

◆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　104件
　４）歳末特別援護金配分事業の配布　7件
　5）被災世帯への見舞金の支給
　　 (一部焼失1件・床下浸水3件)
　6）準要保護世帯中学卒業支度金の支給　20件
　7）準要保護世帯小学校卒業支度金の支給　12件

◆介護保険事業
　１）居宅介護支援事業所の運営

◆赤い羽根共同募金運動
　１）赤い羽根共同募金実績　　5,254,811円
　２）歳末たすけあい募金実績　 3,877,433円
　３）街頭募金の実施

◆地域福祉活動
　１）地区社協事業の充実強化
　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
　３）日常生活自立支援事業の受付
　４）ひきこもりサロンの開催、支援及び研修会への
　　 参加
　５）生活困窮者自立相談支援事業

◆児童・青少年福祉
　１）インスタントシニア・車いす体験学習の実施
　２）日帰り福祉体験の開催
　３）児童・生徒のボランティア活動普及事業
　４）かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業の実施
　　（下稲吉小学校）
　５）子育て支援事業
　　・七夕まつり　・クリスマス会の開催

◆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）新入学児童へお祝い品の贈呈

◆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

◆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

◆日本赤十字社かすみがうら市地区
　１）日本赤十字社啓発事業
　　・社費増強運動の実施　　　 44,380,550円
　　・救急法講習会の実施　　２件（県支部主催含）
　２）災害救援物資の配布
　３）義援金の受付と送付
　　・東日本大震災に関する義援金　　
　　　　　　　　　　　　　　1件 　10,000円
　　・茨城県台風18号等災害義援金
　　　　　　　　　　　　　　7件  254,879円
　　・屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金
　　　　　　　　　　　　　　２件　 45,188円

◆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　23件　1,888,049円
　　・預託品　33件（古切手・車イス等）
　４）おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施
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◆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）市広報誌への各種イベント情報の掲載

◆防犯・防災対策
１）防災訓練の実施　55名
　　訓練・消防車両等の展示
（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　９，３４９名　　　　　　　　　　
足湯利用者数　５，０６８名

◆会議室等貸出事業
年間利用数（会議室・相談室）436件

◆子育て支援センター事業　
１）子育てサロン　１９，５５３名
２）季節のイベント実施
　  ・誕生会　149名　・七夕まつり　　274名　　　
　  ・水遊び　212名　・運動会　 　　107 名
　  ・いもほり　31名　・クリスマス会　221名
　  ・おやつを作ろう　22名（更生保護女性の会、
　　 食生活改善推進委員の協力を得て実施）
３）子育て相談　311件
４）０歳児事業　１９８名
　　・ベビーマッサージ＆リズムうたあそび
　　・ベビーマッサージ＆スキンケア
　　・ファーストサイン
　　・親子撮影会
５）みんなであそぼう会　58名
　　・敬老の日プレゼント作り
　　・日赤幼児安全法講習
　　・クリスマスリースを作ろう

◆来館者　４９，２４６人（子育てサロン、健康づくり、足湯、会議室　等）

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
やまゆり館をご利用いただきありがとうございました。今年度も地域の皆様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づくりコーナーもご利用ください。適度な運動で必要な筋力をつけませんか。
筋肉量が多いと脂肪が燃えやすい体質になります。健康増進に、ボディシェイプに、ご活用ください。

健康
・子育

て

みん
なの笑

顔

平成２７年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２７年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２７年度【やまゆり館管理事業】事業報告
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　ベビーマッサージは、ママとふれあう心地よい安心感か
ら、赤ちゃんの心を安定させ、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期待できます。講師の
お話を聞きながら実際にマッサージを行って、ベビーマッ
サージを学んでみませんか！
　マッサージだけでなくリズムに乗って歌あそびをしたり、
スキンケアを学べる回もあります。ぜひ、ご参加ください。

子育てサロン行事のご案内

予約制です。
　予約受付開始日や詳しい日程などは、お問
い合わせいただくか、毎月発行される市の広
報誌や、やまゆり館のホームページに載せて
いますのでご確認ください。
ＴＥＬ：０２９－８３２－５６０１
ホームページ：
http://kasumigauracity-shakyo.or.jp/yamayuri/

やまゆり館のランニングマシンやエアロバイクなどの室内運動器具でいい汗流しませんか！

　子育てサロンは、ベビーマッサージの他いろいろなイベント・行事を計画しています。
※ベビーマッサージ同様、事前のお申し込みが必要になります。詳しくは、直接お問い合わせいただくか、市の広報誌・
やまゆり館のホームページ、市の子育て支援ホームページ「かすみっ湖」にも情報が掲載されておりますのでご覧下さい。
「かすみっ湖」ＨＰ：http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/page/dir001477.html

☆季節のイベント実施☆
　・誕生会　・七夕まつり　・水遊び　・運動会　・おいもほり　・クリスマス会　
　・おやつをつくろう　
☆みんなであそぼう！☆
　・ベビーマッサージ＆リズムうたあそび　・ベビーマッサージ＆スキンケア
　・ファーストサイン　・親子撮影会　・敬老の日プレゼント作り　・日赤幼児安全法講習
　

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

健康づくりコーナー＆足湯コーナ―のご案内

足湯コーナー

　　　区　分　　　　　一日　　一ヶ月

障害手帳を有する方　　無料　　 無料

市内在住・在勤の方　200円　1,020円

上記以外の方　　　　510円　2,050円

健康づくりコーナー

　　　区　分 　　　　一日

市内在住・在勤の方  100円

上記以外の方　　　  200円

健康づくりコーナー
または子育てルーム 　 無料
の利用者
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と ぴ っ く す

平成２８年熊本地震災害義援金〈日本赤十字社〉
義援金は、社会福祉協議会で受付しております。　順不同・敬称略

○社会福祉法人 明清会　ほびき園
〇かすみがうら市女性団体代表者連絡協議会　
　　会長　酒井ミサ子

〇かすみがうら市観光協会 (帆引き船フェスタ)
〇かすみがうら市地域女性団体連絡会会員一同
〇かすみがうら市ボランティア連絡協議会
〇霞ヶ浦南小学校ＰＴＡ
〇槌田　浩幸
〇今泉　邦子
〇塚本　芳子　

７６，０８８円

２０，０００円
１８，３０５円
３０，０００円
１８，５００円
１０，０００円
１０，０００円
１０，０００円
１００，０００円

義　援　金　報　告 　〇義援金についてのお知らせ〇
【日本赤十字社の義援金取扱い金融機関】

☆筑波銀行　県庁支店　普通　1141543

☆茨城県信用組合　県庁前支店

　普通　7552761

☆常陽銀行　本店営業部　普通 89731

　いずれも、日本赤十字社茨城県支部

　　　　　  支部長　橋本昌

※振込み依頼書備考欄に「平成２８年熊本

　県地震災害義援金」と明記ください。

☆ゆうちょ銀行も取扱いしております。

【共同募金会の義援金取扱い金融機関】

☆筑波銀行　県庁支店　普通　1141536

☆常陽銀行　本店　普通 3751704

　いずれも社会福祉法人茨城県共同募金会

　熊本地震義援金
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平成２８年度　かすみがうら市ボランティア連絡協議会講演会　
４月２２日

ボランティア連絡協議会の講演会が行われました。講演会は「ボランティアマインド～奉仕活動の原点を見つめて～」
をテーマに日本笑い学会（秋田県人会 会長）人星亭 喜楽駄朗氏をお招きしました。講話の中では、毎日感謝の気持ち
を忘れないことや欲を出せばまた欲につながるため、欲を出さないことが心豊かな自分につながるなど役立つお話しを
いただきました。当日は９５名の参加者が聞き入っていました。

人星亭 喜楽駄朗 氏 熱心に聞き入るボランティアの皆さん

　　　　～～～ 参加者の声 ～～～
・改めてボランティアを学んで、とても為になった。
・考え方が変わった。これからは一日一日感謝して生活しようと思う。
・楽しかった。また聞きたい。

じんせいてい きらくだろう
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保 険 の 種 類

申込み・問合せ

かけはし かすみがうら市　ボランティアセンターだより第 21 号
※ボランティアセンターは、社会福祉協議会内にあります。

ボランティア養成講座を開講しました！

平成28年度ボランティア活動保険の加入はお済みですか！
万が一の事故に備えて、加入をお勧めしています。
日本国内でのボランティア活動中のさまざまな事故によるけがや損害賠償責任を補償する保険です。

基本タイプ：Ａプラン300円　　Ｂプラン450円
天災タイプ：Ａプラン430円　　Ｂプラン650円

かすみがうら市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
電話089-898-2527(あじさい館内)

被災地へのボラン
ティア活動の際は、
事前加入をお勧め
します。

「高齢者向けレクリエーション講座」では、福祉レクリエーションワーカーの田谷先生を招いて手
先を使うレクリエーションや歌を取り入れて身体を動かすレクリエーションを行い、楽しく、心地
よい、変化に富んだ活動や時間の過ごし方を学びました。レクリエーションを学ぶことで、余暇
活動が豊かになります。

講座は、かすみがうら市「マナビィかすみがうら」
で受講生の募集を行っております。
※ご紹介した講座受付はすでに終了しています。

高齢者向けレクリエーション講座（全 2回）
平成 28年度前期講座として「高齢者向けレクリエーション講座」・「朗読講座」を開催しました。

ボランティア養成講座を開講しました！

朗読講座（全10回）が開講しました！
視覚障がい者のため音訳を学ぶ講座です。講座終了
後、市広報誌の音訳や図書館での対面朗読のボラン
ティアとして活躍します。



よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット

ひきこもりがち
な方とその家
族のための集
いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館
対象：未就学児

必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

フラッと、お立ち寄りください

27日（土）
24日（土）
22日（土）

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み  発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

やまゆり館

要予約 ！ 029-832-5601

 9日（火）、23日（火）
13日（火）、27日（火）
11日（火）、25日（火）

家庭訪問相談もお受けしています。
時間　9：00～11：00／14：00～16：00

８月
９月
10月

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理 ・ 精神
法律 ・ 医療
保育 ・ 障がい
の専門相談員
が応じます。 

やまゆり館働く女性の家 あじさい館

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527

20日（土）
17日（土）
15日（土）

時間　13：30～16：30

８月
９月
10月

８月
９月
10月

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

10日（水）
14日（水）
12日（水）

24日（水）
28日（水）
26日（水）

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

８月
9月
10月

法律は要予約
※電話での相談は受けておりません

　皆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2８年4月1日～6月30日　順不同・敬称略

預託金預託金
●逆西11区ふれあいサロン　
●㈱久松哲男商店

預託品預託品
●戸大建設工業㈱
●コミセンDANCEｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ
　会長　笹島　晃
●匿名

古切手古切手
●小泉　操　　　　●七会地区女性会
●今泉　邦子

50,000円

３0,000円
30,000円

手作り肩たたき棒50本
芋苗120本

善 意
銀 行
善 意
銀 行
善 意
銀 行

他多くの皆さまにご協力頂いております。

平成28年度 かすみがうら市社会福祉協議会
会員加入ご協力のお願い

社会福祉協議会では、会員を募集しております。
普通会員、特別会員については、区長・常会長・班長・自治会長の皆様のご協力をいただき、
募集しております。
会員加入のご協力をお願いいたします。

普通会員　年額　500円　　　　特別会員　年額1,000円以上

賛助会員　年額3,000円以上　　法人会員　年額5,000円以上

発行・編集：社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会　かすみがうら市社会福祉協議会広報委員会
住所 ： 〒300-0134　茨城県かすみがうら市深谷 3719－1 電話：029-898-2527【土日祝日・12/28～1/3を除く 8：30～17：15】
Ｆ Ａ Ｘ ： 029-898-3523　ＨＰ：http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp　E-mail： info@kasumigauracity-shakyo.or.jp8

かすみん


