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第58号かすみがうら社協だよりかすみがうら社協だよりかすみがうら社協だより
社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。
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各福祉団体表彰
義援金報告・募集３

新設地区社協活動報告

5 生活支援体制事業

ぼくたち、わたしたち年男年女！
　　　　　　　　　　　　（霞ヶ浦北小学校５年生）

　亥年生まれ ： 何事にも熱心で、勇気があり　　　　　

　　　 　　やり遂げることが出来ます。

（人文字で「キタ」と表現しています）



　新年、あけましておめでとうございます。
　市民の皆さまには、希望に満ちた新春をお迎えのことと、心よりお慶び
申し上げます。
　また、旧年中は本会の事業推進及び運営につきまして、温かいご支援と
ご協力を賜り、役職員を代表いたしまして心より感謝申し上げます。
　さて、地域を取り巻く環境はめまぐるしく変化をし、少子高齢化や核家
族化、生活困窮者等さまざまな問題が挙げられるようになり、これからの
地域の在り方について問われるようになっています。

　このようななか、地域課題への対応に当たっては、公的な制度に基づくサービスや支援だけで
はなく、地域の人たちの互いに支え合う地域づくりが大切とされています。本会としても、支援
の必要な方が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように、地域の皆さまをはじめボ
ランティア、地区社協、行政及び関係機関と連携を図り、更なる福祉の向上を目指して努力をし
てまいります。
　本年も、明るい地域社会の実現のため、一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ
るとともに、皆さま方のご多幸を心からご祈念申し上げまして、新年の挨拶といたします。

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会　　会長　坪井　透

新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ

２ 社協だより 第 58号

第68回　茨城県社会福祉大会
平成30年10月17日

県 知 事 表 彰　※順不同・敬省略

【社会福祉援護功労者】　手話サークルやまゆり ・ キャッチボイス ・ 愛ネットワーク

県社協会長表彰　※順不同・敬省略

【社会福祉施設職員】　関根百合子 ・ 嶋田恵美子 ・ 金塚良江 ・ 田井亘 ・ 圓城寺仁美 ・ 友野津美子
　　　　　　　　　　　藤本春美 ・ 畠山悦子 ・ 大輪一雄 ・ 小松﨑秋子 ・ 伊藤愛 ・ 他２名
【ボ ラ ン テ ィ ア】　オレンジサポーター
【社会福祉協議会職員】　２名

　第６８回茨城県社会福祉大会が、常陸太田
市の市民交流センターで開催されました。
　多年にわたり社会福祉の発展に功績のあ
った方々に対し表彰が行われ、かすみがうら
市からは、以下の方々が受賞されました。
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第５７回　茨城県老人クラブ大会 平成30年９月28日

第５６回　手をつなぐ育成会茨城大会 平成30年10月24日

県老人クラブ会長表彰　※順不同・敬省略

【老人クラブ功労者・役員】　小室久
【会員増強運動特別賞】　角来いきいきクラブ
　　　　　　　　　　　　安飾第２いきいきクラブ

　第56回手をつなぐ育成会茨城大会が、茨城県総合福祉会館にて開催され、かすみがうら市からは、以下の
方々が受賞されました。

義　援　金　報　告

ご協力
ありがとうございました。

義　援　金　募　集

かすみん

　　　平成２８年熊本地震災害義援金
〇㈲ダイヤフーズ ゆにろーず千代田店　　12,064円

　　平成 30年 7月豪雨災害義援金
○かすみがうら市女性団体代表者連絡協議会　10,000円
〇かすみがうら市ゴルフ連盟　　　　 12,730円

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
〇かすみがうら市ボランティア連絡協議会　10,000円
〇ﾁｬﾚﾝｼﾞ茨城千代田地区ﾈｯﾄﾜｰｶｰ等連絡協議会
　　　　　　　　　　　　 　　　  　　7,054円
〇かすみがうら市ゴルフ連盟　　　　 　12,731円

　　　　東日本大震災義援金
〇今泉邦子　　　　　　　　　10,000 円

　募金箱を通して、心温かいご協力をいただきました。
集まりました義援金は、下記の義援金として送金させて
いただきました。
・平成 29年 7月5日からの大雨災害義援金
・平成 30年 7月豪雨災害義援金
・平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金

　現在下記の義援金を募集中です。皆さまのご協力をお願いいたします。
　　〇東日本大震災義援金（平成３１年３月３１日まで）
　　〇平成２８年熊本地震災害義援金（平成３１年３月３１日まで）
　　〇平成３０年胆振東部地震災害義援金（平成３１年３月３１日まで）
　　○平成３０年７月豪雨災害義援金（平成３１年６月２８日まで）
　義援金の受入先等詳細は、社会福祉協議会へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

　第57回茨城県老人クラブ大会が、茨城県民文化センターで
開催され、かすみがうら市からは以下の方々が受賞されました。

県手をつなぐ育成会長表彰　※順不同・敬省略

【県 育 成 会 貢 献 者】　根目沢浩幸
【単 位 育 成 会 貢 献 者】　島田富子



4 社 協だより 第 58号

と ぴ っ く す

新たに設立された地区社会福祉協議会にて、初めての交流会が実施されました。

　１０月１４日（日）、旧下大津地区公民館において、下大津地区在住の方を対象とした「下大津地区交流会」を
開催しました。
　今回の交流会は、住民アンケートを実施し、その結果を基に実施されました。
　当日は雨の予報でしたが４６名の方の参加があり、バーベキューを楽しみながら住民同士の交流を深めることが
出来ました。
　突然の雨に備えてテントの設置をしましたが、幸いなことに開催中は雨が降ることもなく、最後に予定していた
ビンゴゲームまで楽しく過ごせました。

下大津地区社会福祉協議会　活動報告

　１１月２５日（日）、旧牛渡地区公民館において、牛渡地区在住の概ね７０歳以上の方を対象とした「牛渡地区
交流会」を開催しました。
　今回の交流会は、住民アンケートを実施し、その結果を基に実施されました。
　当日は４０名の方の参加があり、かすみがうらハーモニカクラブの皆さんのハーモニカの演奏に合わせて、参
加者全員で歌を歌い、昼食に用意されたお弁当を食べながら交流を深めました。

牛渡地区社会福祉協議会　活動報告
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と ぴ っ く す

住民主体の支え合い活動を推進します！
生活支援体制事業がスタート

身近な困りごと

★買い物に行くことが出来ない
★電球の交換が出来ない
★ゴミ出しが大変
★話す相手がいない　　　etc

話し合い

　　　　協議体による話し合い

　住民主体で、ずっと住み続けられる
地域にはどんな活動が必要か、みんな
で一緒に考えます。

地域づくりの活動

　活動することで、新たな繋がりや
活動者の生きがいづくり、地域づく
りに繋がります。

支え合いの
サイクル

協議体と生活支援コーディネーター

★中学校単位で「協議体」を開催しています！
　地域に合った話し合いの場にするため、中学校単位（市内３地域）で、月１回開催しています。
★協議体のメンバー
　自治会・町内会等・民生委員・ボランティア・サロン関係者・包括支援センター職員・社会福祉協議会
　職員等がメンバーになっています。

Q ．生活支援コーディネーターとは？

A ．市町村が定める活動区域ごと
（本市は３つの協議体）に、関係者
のネットワークや既存の取組・組織
等も活用しながら、コーディネート業
務を実施することにより、地域におけ
る生活支援等、サービスの提供体制
の整備に向けた取組を推進する役目
を担っています。

自治会・町内会協力者

民生委員

サロン関係者

社会福祉協議会

ボランティア

包括支援センター

（行政）

生活支援コーディネーター

協議体

  ２０２５年に向けてかすみがうら市では、協議体の皆さんが地域づくりを話し合っています。
　２０２５年 4人に１人が７５歳という超高齢化社会に突入することが予想されます。地域組織やボランティア、
老人クラブをはじめ、地域の団体・企業など多様な主体が連携を図り、協働し、住民主体による生活支援・
介護予防サービスの充実が図られるよう、身近な地域での支え合いを推進し、支え合い・支え上手・支えら
れ上手な地域づくりを進めます。
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子どもヘルパー派遣事業全課程修了しました ！
　霞ヶ浦北小学校４年生の児童の皆さんは、子どもヘルパー派遣事業の第２クールを１０月から開始し
１２月をもって修了式を迎えました。
今回はグラウンドゴルフ、絵手紙、施設訪問を実施しています。
　地域の絆づくりを目指すこの事業では、地域の皆さんの協力をいただき、交流などを行ってきました。
その中で絵手紙を書き、お世話になった皆さんに送りました。

社協アルバム社協アルバム社協アルバム

　子どもヘルパー派遣事業は、１２月１２日に報告会と修了式を行い、今年度の
全課程が修了しました。
　ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

かすみがうら市赤十字奉仕団活動報告 ！
　１１月１８日に実施された、かすみがうら市防災訓練で、千代田中学校 1 年生の皆さん向けに、災害
時の非常食の炊き出し訓練を行いました。

狙いを定めて！狙いを定めて！ 心を込めて描きました心を込めて描きました

施設訪問をしました施設訪問をしました 報告会を行いました報告会を行いました
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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 23 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。

　朗読講座では、視覚障がい者の為の
音訳を学んでいます。西依恵美子先生に
ご指導いただき、年 10 回の講座として
実施しており、参加者のほとんどは、か
すみがうら市広報誌の音訳や図書館ボラ
ンティアとして活躍しています。

朗読講座を開催しました！（全１０回）

　かすみがうら市「マナビィかすみがうら」にて
講座の受講生を募集しています。
（平成３０年度の講座受付は終了しています。）

平成31年度  ボランティア活動保険について

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。

かすみがうら市ボランティアセンターに登録されているボランティア、
ボランティア団体。

日本国内における「自発的な意思により、他人や社会に貢献する無償のボランティア
活動」で、次の①～③のいずれかに当てはまる活動。
　①グループの会則に則り、企画・立案されたボランティア活動
　②社会福祉協議会（ボランティアセンター）に届け出た活動
　③社会福祉協議会に委嘱された活動
　※危険を伴う活動など、対象にならない活動もありますので、
　　詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。

基本タイプ：Ａプラン350円　　Ｂプラン510円
天災タイプ：Ａプラン500円　　Ｂプラン710円

加入できる方

対象となる活動

保 険 の 種 類

※平成３１年４月よりボランティア活動保険が一部改訂されます。

　ここが変わります！

■営利企業（名）による加入申込みが可能となります。
　営利企業（株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等）が社員のボランティア活動を支援・推奨する場合に
おいて、社員の自由意志に委ねる活動であれば対象とし、営利企業名による加入が可能となります。
（注意点）
　企業の営利事業の一環として行う活動や、業務出張等を含む業務として行う活動は対象外となります。
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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

2月 23日（土）
３月 23日（土）

女性の家

２月13日(水)
３月13日(水)

あじさい館

２月27日(水)
３月27日(水)

やまゆり館

２月 12日 ・ 26日火曜日
３月 12日 ・ 26日火曜日

フラッと、お立ち寄りください

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

要予約 ！ 029-832-5601

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

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。 

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527

時間　13：30～16：30

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

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

法律は要予約、先着３名まで
※電話での相談は受けておりません

やまゆり館

2月 16日（土）
３月 16日（土）

平成30年度社会福祉協議会会員加入状況追加報告（平成30年 11月 30日現在　敬称略）
　特別会員　新治地区　　戸田　實　　　1,000円
平成30年度日本赤十字社活動資金募集報告において、報告漏れがありました。お詫びして改めてご報告させていただきます。（敬称略）
　法人社資　ポテトかいつか　　　　　10,000 円

当選者 ；ミツバチバアヤさん、HAYAさん、タローさん、ネコのばあさんさん、春枝さん 

　たくさんのご応募ありがとうございました。厳正なる抽選の結果
下記の方々が当選されました。おめでとうございます！
　素敵な「かすみがうらの幸」をお送りいたします。なお、商品がお
手元に届くまでお時間を要する場合もございますので、ご了承くだ
さい。

じぶんの町を良くするしくみ。赤い羽根共同募金 【間違い探しの答え】

　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30年１０月２日～平成30年12月７日　（順不同・敬称略）

●七会地区女性会　

●かすみがうら市カラオケ連合会　    3,201円
●匿名　　  　　　　　　　　　　60,000円
●かすみがうら市ボランティア連絡協議会　10,000円　　　  
●土釉会　　　　　  　　　　　　　5,000円
●かすみがうら市女性団体代表者連絡協議会　100,000円
●ＦＫ会　　　　　　　　　　　    25,869円
●かすみがうら市民生委員児童委員協議会連合会　  32,112円

●水戸信用金庫　　アルミ製自走型車いす
　　経営研究会　　　介護用ドラムブレーキ
　　資産活用研究会　付き　２台
　　青年重役会　　　
　　土浦・つくば支部

善 意
銀 行
善 意
銀 行
善 意
銀 行

預託金預託金

古切手古切手

預託品預託品

水戸信用金庫様女性団体代表者連絡協議会様


