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

62 号

令和２年1月1７日発行

社協（しゃきょう）は、社 会福祉 協 議会の略称です。

ぼくたち、わたしたち年男年女！ （七会小学校５年生）
ねずみ年生まれ ： 柔和な性格から、
人から好かれやすいです。
七会小学校
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福祉作業所移動研修

「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

新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
令和２年の新春にあたり、謹んでお慶び申し上げます。
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。かすみがう
ら市社会福祉協議会は、設立15 周年を迎え、今春、市社会福祉大会を開
催する運びとなりました。これもひとえに地域の皆さまの温かいご支援のお
かげと衷心より厚く御礼申し上げます。
さて、少子高齢社会といわれる中、地域ではさまざまな福祉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。
このような中、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。
本年も、地域の皆さまや福祉関係団体、福祉関係機関の皆さまとともに、明るい地域社会の
実現のため、福祉の推進に取り組んで参りますので、一層のご支援とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。今年一年の皆さま方のご健康とご多幸をお祈り申し上げまして、年頭のごあい
さつといたします。

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

第69回

茨城県社会福祉大会

会長

坪井

透

令和元年10月25日

第６９回茨城県社会福祉大会※にて、
表彰された方を以下のとおりご紹介します。
※第６９回大会は、
台風１９号による県内被害が甚大だったことにより、
災害対応を優先させたため中止と
なりました。

県知事表彰
１４名 ※順不同・敬称略
【民生委員児童委員】 鈴木健一 鈴木弘恵 田﨑從子 君山英貴 矢口友衛 冨田博美
【社会福祉施設職員】 椿美奈 中村早苗 加藤由美子 石川真由美 松井京子 矢口隆子
豊﨑あや子 越渡洋子
県社協会長表彰

６１名

【民生委員児童委員】 豊﨑哲子 木村一正 稲垣孝子 矢口正美 元木廣子 中島由美子 羽成進一
大内弘 柳澤剛 飯塚敏夫 富山勝登 大髙和夫 塚本忍
【社会福祉施設職員】 永田とし子 今泉みどり 石塚祐子 田上裕子 井上佳代 服部智美
田山牧 金子文子 加納麗子 羽生和泉 伊能優子 仲田晶子 宮本和加
関口有希子 田中裕美 小川貴代 根本豪 福田あや子 鈴木美和
中嶋浩子 岡野恵美 田所玲子 宮下昭子 荒山昌之 石井幸子 大関景子
海﨑真知子 石塚明典 瀬古沢千里 有澤英之 吉原恵臣 阿部由実子 他4名

２
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【社 会 福 祉 団 体 役 員】 宮﨑博代
【社会福祉協議会役員】 井坂勝美
【社会福祉協議会職員】 ９名

県社協会長感謝

原田兼次

１団体 （宗）真如苑

県共同募金会会長表彰 ２団体 下稲吉中学校ボランティア委員会

霞ヶ浦中学校福祉委員会及び生徒会役員

第５8回

茨城県老人クラブ大会

令和元年９月2５日

第５８回茨城県老人クラブ大会が、
ザ・ヒロサワ・シティ会館で開催され、
かすみがうら市から
以下の方々が受賞されました。
県知事表彰

【知事感謝状】 市井秀夫

※順不同・敬称略

県老人クラブ会長表彰

【老人クラブ功労者・役員】 藤澤春江

第48回

全国老人クラブ大会

令和元年11月27日

第４８回全国老人クラブ大会が大宮ソニックシティ
（埼玉県）で開催され、
かすみがうら市
老人クラブ連合会が「優良老人クラブ連合会表彰」を受賞しました。

第５７回 手をつなぐ育成会茨城大会

令和元年10月23日

第５７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。
県手をつなぐ育成会長表彰 ※順不同・敬称略

【単位育成会貢献者】 押田睦美

萩原淑子
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ト

ピ ッ ク ス
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

令和元年１０月２３日（水）那珂総合公園（那珂市）で、第２４回茨城県福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会が
行われました。約１,３００人が参加し、クロッケー、ゲートボール、ペタンク、グラウンド・ゴルフ、輪投げの部にお
いて、競い合いました。
ゲートボールの部において、かすみがうらチームが準優勝となりました。茨城県ゲートボール連合会から、来年度
の全国大会である「ねんりんピックぎふ大会」
【令和２年１０月３１日（土）〜令和２年１１月３日（火）
】へ推薦を受け
ました。
かすみがうらチーム
佐賀 節子
鈴木 光雄
鈴木 千恵子
佐賀 功
宇都木 加代
※順不同・敬称略

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月をもって閉
講式を迎えました。
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。

グラウンド・ゴルフ

絵手紙

施設訪問

閉講式

子どもヘルパー事業は、１２月１７日（火）に閉講式を行い、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。

4
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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 24 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。

災害ボランティアセンター運営訓練・防災ボランティア養成研修会
令和元年１０月５日（土）に、千代田公民館において８０名の参加のもと、茨城県社会福祉協議会と共催による「災
害ボランティアセンター運営訓練・防災ボランティア養成研修会」が行われました。
午前中は、かすみがうら市が被災した想定で、駆けつけたボランティアを受け入れ、受付け班・ニーズ班・送
り出し班に分かれての実践的な訓練となりました。
午後は、茨城県社会福祉協議会防災アドバイザー瀧本栄氏・米沢智秀氏による災害ボランティアセンター運営
についての講義が行われました。

災害ボランティアセンター運営訓練

令和元年度

防災ボランティア養成研修会

在宅障がい児（者）
「おたのしみ会」

令和元年１２月１５日（日）、市内の在宅障がい児（者）家庭の親睦及び交流を目的に「おたのしみ会」を開催
し、親子４９名の参加がありました。
今回は、Mr.ライフのマジックショーとオニツカサリーのミニコンサートのアトラクションがあり、参加した皆さんは、
楽しいひと時を過ごしました。

ドキドキマジックショー！

歌に合わせてダンス♪

この事業は、皆さまからご協力いただいた「歳末たすけあい募金」の助成で実施しております。

社 協 だ よ り 第 62 号
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福祉作業所移動研修（地域活動支援センター）令和元年11月22日
「カスミみらい野菜センター」
（土浦市）と「アサヒビール茨城工場」
（守谷市）の見学を行いました。
カスミみらい野菜センターでは、
野菜カット作業を間近で見学することで、
加工の流れを知ることが
できました。
今回の見学で、
利用者の作業意欲の向上につながればと思います。

キャベツのラップ包装を体験！

みんなでパシャリ！

知っトク介護保険 〜人生１００年時代〜
人生１００年時代を迎え、
自宅で元気に過ごすため介護保険の利用をお勧めしたいと思います。
６５歳を迎えると介護保険証が皆さんのお手元に届きます。届いたから、
安心してはダメです。
利用をするためには、
申請が必要となります。
体調が悪くなり、
病院を受診すると「介護保険は利用していますか」と言われ、
「介護保険？」と思
う方が多いと思います。
介護保険は１号被保険者（６５歳以上）、
２号被保険者（４０〜６４歳）の２層となっています。
２号
被保険者は、
１６疾病に該当する方が利用対象となります。
現在は予防することが大切となっています。
「いつも同じ話をしているな」
「伝言が伝わらないな」
「体を動かすのが大変そうだな」等、
変化に気づいた場合は専門機関にご相談ください。

【お問い合わせ先】
かすみがうら市社会福祉協議会
０２９−８９８−２５２７
フードバンク茨城は、
ご家庭で食べないお米（平成３０年産以降）のご寄付をお願いしています。
お米は玄米で、
虫やカビの状態を確認したものをお願いいたします。
詳しくは、
下記までお問合せください。
【お問い合わせ先】
フードバンク茨城牛久本部
０２９−８７４−３００１
（月・水・金）
6
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義

援

金

報

告

（順不同・敬称略）

令和元年台風第１９号災害義援金 （11 月末現在）
〇田﨑從子 ２０,０００円

〇ボランティア連絡協議会千代田地区 １０,０００円

〇有限会社千代田エンジニアリング １０,０００円

ご協力ありがとう
ございました。

〇かすみがうら市民生委員児童委員協議会連合会 ３０,１１９円
〇かすみがうら市ゴルフ連盟 １２,１８５円

義

〇匿名 １,０５１円

援

金

令和元年台風第１９号災害義援金
令和２年１月３１日まで

【日本赤十字社の義援金取扱金融機関】
☆常陽銀行

本店

普通

県庁支店

普通

普通

令和２年２月２８日まで

本店

普通

89731

口座名義「日本赤十字社茨城県支部」

1172080

県庁前支店

令和元年８月豪雨災害義援金

☆常陽銀行

※振込依頼書の備考欄に「令和元年 8 月豪雨災害

口座名義「日本赤十字社茨城県支部」
☆茨城県信用組合

集

【日本赤十字社の義援金取扱金融機関】

3843763

口座名義「日本赤十字社茨城県支部」
☆筑波銀行

募

義援金」と明記してください。
7559064

口座名義「日本赤十字社茨城県支部」

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00120-7-696975」

※振込依頼書の備考欄に「令和元年台風第 19 号災害

口座加入者名「日赤令和元年 8 月豪雨災害義援金」

義援金」と明記してください。
☆ゆうちょ銀行

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金

口座記号番号「00190-8-515005」

令和２年２月２８日まで

口座加入者名「日赤令和元年台風第 19 号災害義援金」

【共同募金会の義援金取扱金融機関】
☆常陽銀行

本店

普通

3843718

口座名義「社会福祉法人茨城県共同募金会
台風 19 号災害義援金」
☆筑波銀行

県庁支店

普通

1172073

口座名義「社会福祉法人茨城県共同募金会
台風 19 号災害義援金」

【共同募金会の義援金取扱金融機関】
☆常陽銀行

本店

普通

3841512

口座名義「社会福祉法人茨城県共同募金会
佐賀県豪雨災害義援金」
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00950-9-237585」
口座名義「佐賀県共募

令和元年８月佐賀県

豪雨災害義援金」

下記の義援金も現在募集中です。皆さまのご協力お願いいたします。

かすみん
※窓口でのお振り込みは、手数料無料。ATM は
有料となります。
社会福祉協議会の窓口でも受付しています。

〇東日本大震災義援金（令和２年３月３１日まで）
〇平成２８年熊本地震災害義援金（令和２年３月３１日まで）
〇平成２９年７月５日からの大雨災害義援金（令和２年３月３１日まで）
〇平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金（令和２年３月３１日まで）
〇平成３０年７月豪雨災害義援金（令和２年６月３０日まで）
〇令和元年台風１５号東京都義援金（令和２年２月２９日まで）
○令和元年台風１５号千葉県災害義援金（令和２年３月３１日まで）
○令和元年台風１５号・台風１９号・大雨千葉県災害義援金
（令和２年３月３１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。

社 協 だ よ り 第 62 号
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善意
銀行

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。）
令和元年１０月１日〜令和元年 12 月６日 （順不同・敬称略）

預託品

預託金
●水戸信用金庫

●かすみがうら市女性団体
代表者連絡協議会
100,000円
●ボランティア連絡協議会
10,000円
千代田地区
７,448円
●かすみがうら市文化協会
●かすみがうら市千代田地区
ネットワーカー等連絡協議会
5,588円
●かすみがうら市カラオケ連合会 3,739円
●土釉会
３,000円
30,000円
●匿名

車いす２台

経営研究会
資産活用研究会
青年重役会
土浦・つくば・南支部

●水戸ヤクルト販売株式会社

車いす３台

古切手
●神鋼ノース株式会社
●ガールスカウト茨城県第３団

水戸ヤクルト販売株式会社様

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

女性の家

２月12日(水)
３月11日(水)

あじさい館

２月26日(水)

３月25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

じぶんの町を良くするしくみ。

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。
時間

やまゆり館

15日（土）
３月 21日（土）
2月

法律は要予約

13：30〜16：30

法律相談は要予約！029-898-2527

赤い羽根共同募金

女性団体代表者連絡協議会様

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。

あじさい館

22日（土）
３月 28日（土）
2月

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

4日(火)
３月10日(火)

２月

２月18日(火)
３月24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

【間違い探しの答え】

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。
当選者；じゅんさん、
Junさん、はこちゃんさん、
みやあおさん、
匿名さん
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