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

かすみがうら社協だより

第

kasumigaura welfare information

60 号
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社協（しゃきょう）は、社 会福祉 協 議会の略称です。

❀予選会結果❀

（敬称略）
◎輪投げの部
優勝 下稲吉 2 区老人クラブ
◎ペタンクの部
優勝 逆西老人クラブ
◎グラウンドゴルフの部
優勝 飯岡 祐治（美並第２）
2 位 谷中 安雄（志士庫第６）
3 位 大和田節子（志士庫第６）
4 位 川島とし子 （美並第３）
5 位 小野 英夫（角来いきいき）
6 位 齋藤 節男（逆西）

6月6日
（木）、多目的運動広場にて、
いばらきねんりんスポーツ大会かすみがうら市予選会を開催しました。
猛暑の中、予選を勝ち抜いた選手・チームの皆さんは、１０月２３日（水）に那珂総合公園で開催される
第２４回茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会へ出場します。
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平成30年度

事業報告

少子高齢化が急速に進展する中、社会保障改革が進められています。本市においても高
齢化率が市全体で 29.66％（2019 年度）であり地域によっては約 38％に達している所も
見られます。
このような中で、市高齢者福祉計画では高齢者の社会参加・生きがいづくりに関する支
援や、保健・医療・福祉の連携による支援が必要とされています。
これらのことを踏まえ、本会では高齢者団体を中心にニュースポーツや健康づくり事業、
地区社協を通じ友愛型の地域コミュニティーづくり事業を実施しました。また、8050 問題に
対応するため、支援者による引きこもりサロンの運営や生活困窮世帯への訪問支援、自立
支援を図るために資金貸付、日常生活支援制度による福祉サービスの利用援助、複雑な問
題を抱える世帯に対する支援のため、地域ケアシステムの推進を円滑に行うための福祉・
医療・保健関係者との連携強化に取り組みました。さらに、ファミリーサポート事業の啓発
や子育て相談にも取り組んできました。
◆会務の運営
１）理事会・評議員会の開催
２）各種委員会の開催
◆自己財源の確保と社協活動の強化
１）社協会員会費の加入促進
２）民生委員児童委員協議会連合会との連携
３）区長会との連携
◆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68回茨城県社会福祉大会へ参加
市内顕彰者 県知事顕彰
3団体
県社協会長表彰 15名，
１団体
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
◆研究及び研修への参加
・各種研修会等への参加
◆地域福祉活動
１）地区社協体制の充実強化
２）地域ケアシステム推進事業の充実
・要援護者のサービス利用調整など
３）生活困窮者自立相談支援事業の実施
・生活自立相談支援窓口を開設
４）生活困窮者家計改善支援事業の実施
５）日常生活自立支援事業の相談受付・支援実施
６）ひきこもり支援事業
・ひきこもりサロンの開催、
支援研修会への参加
◆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）日帰り福祉体験事業の開催
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
（霞ヶ浦北小学校）
５）
ファミリーサポートセンター事業の実施
２
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◆救護対策
１）生活福祉資金貸付の受付
40件
２）小口貸付資金の貸付
5件
３）歳末たすけあい援護金の配布
91件
４）歳末特別援護金の配布
12件
５）準要保護世帯中学卒業支度金の支給
29件
６）準要保護世帯小学校卒業支度金の支給 23件
７）被災者世帯への見舞金の支給
8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
・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
◆相談会の開催
１）心配ごと相談所
・年間２４回実施（相談件数14件）
・相談員研修の実施
２）なんでもかんでも相談
・年間12回実施（相談件数106件）
◆介護保険事業
１）居宅介護支援事業所の運営
２）生活支援体制整備事業
◆その他福祉事業
１）福祉車両（車イス対応車両）の貸出 延べ104件
２）車イス・ベッドの貸出
延べ 46件
３）善意銀行預託金品の受け入れ
・預託金 31件
・預託品 17件（古切手・車イス等）
４）おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施
５）子育て支援事業
・七夕まつり、
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援助協力
３）いばらきねんりんスポーツ大会の開催
４）健康づくり事業への協力

◆日本赤十字社かすみがうら市地区
１）活動資金増強運動の実施
２）災害救援に関する業務
３）赤十字講習会の開催
４）義援金の受付と送付
・東日本大震災義援金
・平成28年熊本地震災害義援金
・平成29年7月5日からの大雨災害義援金
・平成30年大阪府北部地震災害義援金
・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

◆障がい者福祉
１）障害者福祉会への援助協力
２）手をつなぐ育成会への援助協力
・第56回手をつなぐ育成会茨城大会への参加
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

◆茨城県共同募金会かすみがうら市支会
１）赤い羽根共同募金
２）歳末たすけあい募金増強運動の実施

◆母子寡婦及び父子家庭福祉
１）母子寡婦福祉会への援助協力
2）新入学児童へお祝い品の贈呈

平成30年度

決算報告

収入の部

（単位：円）
項

目

決算額

項

目

4,758,800 ⑧介護保険事業収入

①会費収入

決算額
19,093,392

③経営経費補助金収入

67,604,569 ⑩受取利息配当金収入

④受託金収入

59,611,249 ⑪その他の収入
411,000 ⑫積立資産取崩収入

⑤貸付事業等収入

1,701,296 ⑬前期末支払資金残高

⑥事業収入

626
65,076
1,200,000
13,892,199

⑦0.08%

⑧10.54%

③37.32%

⑥0.94%
⑤0.23%

136,000

⑦負担金収入

①2.63%
②0.45%

⑬
⑨ 7.67%
6.56%

810,398 ⑨障害福祉サービス等事業収入 11,875,274

②寄付金収入

⑫0.66%

⑪0.04%
⑩0.00%

④32.91%

181,159,879

収 入 合 計

支出の部
（単位：円）
項

目

①法人運営事業

決算額

項

目

60,143,116 ⑪地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進事業

②共同募金配分金事業

決算額
12,494,000

7,991,761 ⑫地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 12,027,115

③ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

713,594 ⑬子どもﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業

141,000

④地区社協育成事業

1,446,033 ⑭いばらきねんりんスポーツ推進事業

148,000

⑤福祉啓発推進事業

1,819,140 ⑮生活困窮者自立相談支援事業 20,419,109

⑥食の自立支援事業

113,559 ⑯ファミリーサポート事業

⑦生活福祉資金事業

19,500 ⑰生活支援体制整備事業

⑲10.43%

①33.2%

⑱10.84%

1,800,000
4,798,476

⑧日常生活自立支援事業

638,700 ⑱居宅介護支援事業

19,633,967

⑨善意銀行事業

799,982 ⑲指定管理事業

18,903,900

⑩小口貸付資金事業

220,000 ⑳当期末支払資金残高

16,888,927

支 出 合 計

⑳
9.32%

181,159,879

⑰2.65%
⑯0.99%

⑮11.27%

⑭0.08%
⑬0.08%

⑪
⑫
6.90%
6.64%
⑩0.12%
⑨0.44%
⑧0.35%

②4.41%
③0.39%
④0.80%
⑤1.00%
⑥0.06%
⑦0.01%
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育て
子
康・ なの笑顔
健 ん
地域福祉センター
み

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ると、
筋肉量が増え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。

平成 30 年度【やまゆり館管理事業】事業報告
◆来館者 ４1,631 人（子育てサロン、健康づくり、足湯、会議室

等）

◆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 62 名
訓練・消防車両等の展示
（協力：かすみがうら市西消防署）

日赤幼児安全法講習会：お子さんの
万が一に備えます。

◆健康づくりコーナー事業
年間利用者数 9,434 名
足湯利用者数 4,156 名
◆会議室等貸出事業
年間利用数（会議室・相談室）309 件
◆子育て支援センター事業
１）子育てサロン 16,092 名
２）季節のイベント実施
いもほり：みんなで沢山ほれました。
・誕生会
96 名 ・七夕まつり
177 名
・水遊び 271 名 ・運動会
97 名
・いもほり 55 名 ・クリスマス会 222 名
・おやつを作ろう 16 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 291 件
４）０歳児事業 229 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 ・マザーリトミック
・おうたとママのためのストレッチ
５）みんなであそぼう会 65 名
・敬老の日プレゼント製作
・日赤幼児安全法講習
お誕生会：誕生月のみんな、はいチーズ。
・クリスマスオーナメント作り
4
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令和元年度 第 1 回 日本赤十字社茨城県支部
常備救護班等災害救護訓練
６月２２日（土）日本赤十字社茨城県支部主催による災
害救護訓練が体育センターを会場に実施されました。想
定はかすみがうら市を震源とした震度６の地震が発生し、
家屋等の建物が倒壊するほかに多くの負傷者が救出を
待っているという想定です。茨城県支部からは赤十字病
院から医師や看護師で構成する医療チームや赤十字奉仕
団、日赤柔道整復師会奉仕団、赤十字防災ボランティア、
市赤十字奉仕団、東消防署救急隊員など１１０名が参加
し、災害対策本部の設置から運営、担架搬送や救出され
た傷病者の手当、避難所における心のケア、非常食の炊
き出しなど、実践さながらの訓練を行うことができました。

日常生活
自立支援
事
業

日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい・精神障がいなどに
より、日常生活を送るうえで不安のある方が、地域で安心して、できる
限り自立した生活が送れるようにお手伝いをします。事業の利用は、ご
本人との契約となります。

利用できる方
●かすみがうら市にお住まいの方
●認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、日常生活を営むのに必要な福祉
サービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うこ
とが困難な方で、この事業の契約内容について判断し得る能力を有していると認められる方。
サービスの内容
①【福祉サービス利用の援助】福祉サービスを安心
して利用できるようお手伝いします。
ご本人に合った福祉サービスを利用できるようにお
手伝いします。
③【日常生活事務手続きサービス】日常生活に必要
な事務手続きをお手伝いします。
住民票の届出など行政手続きをお手伝いします。

【サービスは有料です】
②【金銭管理サービス】お金の出し入れをお手伝いします。
預貯金の出し入れや福祉サービス利用料金等の支払いの
お手伝いをします。
④【書類等預かりサービス】大切な通帳や証書などを安全
な場所でお預かりします。
預金通帳や実印、証書などの書類をお預かりします。
※宝石や骨とう品、有価証券等はお預かりできません。

①のサービスを基本として、②③④のサービスを利用することができます。
④書類等預かりサービス…1 ヶ月 500 円
①②③のサービス…１時間 1,100 円
詳しくは、お電話でお問い合わせください。029-898-2527
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令和 元 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２６日（金）市ボランティア連絡協議会の総会
が開催されました。当日は、日々ボランティア活動
をしている９６名の会員が参加し、昨年度の事業報
告や決算、新年度の事業計画や予算などが全会一
致で承認されました。総会後は、茨城県生涯学習・
社会教育研究会会長の長谷川幸介先生と茨城県社
会福祉協議会地域福祉アドバイザーの外岡仁 ( まさ
し ) 先生をお迎えして
「幸せ装置＝社会」
とボランティ
アについて講義をいただきました。先生方のユーモ
アあふれる講義内容に会場は笑いと笑顔であふれ、
「人は独りでは生きられない」、「地域のつながりと
ボランティア活動」「ボランティアと地域福祉ケアシ
ステム」などボランティア活動を進めていく上で、

参加者からは、今後の地域で行うボラン
ティア活動に大変役に立ったとの意見が

たくさんのヒントをいただいた講演でした。少子高

多数寄せられました。

齢社会が進展する中で、今後の活動においても「人

ボランティアサークル 18 団体（96 名）

と人とのつながり」の大切さを考えさせられました。

令和 元 年度

の参加がありました。

ボランティア養成講座「やってみよう！初めての手話」

６月７日ボランティア養成講座として「やってみよう！初めての手話」が開講しました。
この講座は、
「手話に興味があるけど、難しいのでは？」と思っている方向けの初級
講座です。
６月から８月の間、全９回開講されます。
期日

6

カリキュラム

１

6/18

手話は「言語」の一つです

２

6/14

講師と通訳者の Q&A

３

6/21

身振りで伝えてみよう

４

7/5

時の表し方

5

7/12

趣味の表現

6

7/19

仕事の表現

7

8/9

住所はどこですか

8

8/23

自己紹介

9

8/30

まとめ
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援

平成２８年熊本地震義援金

金

募

集

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
令和元年９月 3０日まで

令和 ２ 年 3 月 31 日まで
☆常陽銀行
【日本赤十字社の義援金取扱金融機関】
☆常陽銀行

本店営業部

普通 89731

口座名義 「日本赤十字社茨城県支部」

本店営業部

普通 89731

口座名義 「日本赤十字社茨城県支部」
※振込み依頼書備考欄に「平成 30 年北海道胆振東部
地震災害義援金」と明記ください。

※振込み依頼書備考欄に「平成 28 年熊本県地震災害

☆ゆうちょ銀行

義援金」と明記ください。

口座記号番号「00130-1-673591」

☆ゆうちょ銀行

口座加入者「日赤平成 30 年北海道胆振東部地震災害義

口座記号番号「00130-4-265072」

援金」

口座加入者名「日赤平成 28 年熊本地震災害義援金」
【共同募金会の義援金取扱金融機関】
【共同募金会の義援金取扱金融機関】
☆筑波銀行
☆常陽銀行

県庁支店
本店

普通

普通

1141536

3751704

いずれも「社会福祉法人茨城県共同募金会熊本地震義

☆筑波銀行

県庁支店

☆常陽銀行

本店

普通

普通

1163447

3820015

いずれも「社会福祉法人茨城県共同募金会北海道胆振
東部地震義援金」

援金」
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00950-2-174321」
口座加入者名「熊本県共同募金会熊本地震義援金」

平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害義援金
（日本赤十字社茨城県支部扱い）
令和 ２ 年 ３ 月 ３１ 日まで

東日本大震災義援金
（日本赤十字社茨城県支部扱い）
令和 ２ 年 3 月 31 日まで

☆常陽銀行

本店営業部

普通 89731

日本赤十字社茨城県支部
※振込み依頼書備考欄に「平成 29 年７月５日からの大
雨災害義援金」と明記ください。

☆常陽銀行

本店営業部

普通 89731

☆ゆうちょ銀行

口座名義 「日本赤十字社茨城県支部」

口座記号番号「00190-2-696842」

※振込み依頼書備考欄に「東日本大震災義援金」と明

口座加入者名「日赤平成 29 年７月大雨災害義援金」

記ください。
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00140-8-507」
口座加入者名「日本赤十字社

東日本大震災義援金」

平成３０年 7 月豪雨災害義援金
令和 2 年 6 月 30 日まで

※窓口でのお振り込みは、手数料無料。ATM は有料と
なります。

☆常陽銀行

本店営業部

普通 89731

口座名義 「日本赤十字社茨城県支部」
※振込み依頼書備考欄に「平成３０年７月豪雨災害義援
金」と明記ください。
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00130-8-635289」
口座加入者名「日赤平成 30 年 7 月豪雨災害義援金」

かすみん
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令 和元年度 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

賛助会員

年額3,000円以上

善意
銀行

500円

特別会員

年額1,000円以上

法人会員

年額5,000円以上

かすみん

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。
令和元年４月４日〜令和元年６月３０日（順不同・敬称略）

（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）

預託金
●カラオケ連合会
●コミセンダンススポーツクラブ
会長 大山 美江
●土浦SORAライオンズクラブ
初代会長 酒井 英一

3,580円

30,000円
30,000円
422円
280円

●匿名
●匿名
●匿名
●匿名

3,000円
100,000円

社会福祉協議会を装う不審電話について
茨城県内で、社会福祉協議会を装う不審電話がかかってくるという事案がありました。
類似の不審な電話を受けた場合は、一度電話を切り、社会福祉協議会へ問い合わせるか、警察へご相談下さい。

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

よてい・いろいろ

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。
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。

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

８月
9月
10月

働く女性の家

あじさい館

14日（水）
11日（水）
9日（水）

28日（水）
25日（水）
23日（水）

※電話での相談は受けておりません

時間（受付）13：30〜15：00
相談終了15：30

予約不要

直接お越しください

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。

８月
９月
10月

17日（土）
21日（土）
19日（土）

13：30〜16：30

法律相談は要予約！029-898-2527

発行・編集：社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会

フリースペース フラット

ひきこもりがち
な 方とそ の 家 ８月
９月
族のための集
10月
いの場です。

あじさい館
24日（土）
28日（土）
26日（土）

時間 13：30〜16：00
場所 あじさい館 講座室
フラッと、
お立ち寄りください

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

法律は要予約

時間

ひきこもりサロン

やまゆり館
８月
９月
10月

6日（火）、
20日（火）
10日（火）、
24日（火）
8日（火）、
29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
要予約！029-832-5601

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】
8 Ｆ Ａ Ｘ： 029-898-3523 ＨＰ：http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp E-mail： info@kasumigauracity-shakyo.or.jp

