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第70号

子どもヘルパー派遣事業
日本赤十字社社費報告

5 日常生活自立支援事業
ボランティア保険

ぼくたち、わたしたち年男年女！
　とら年生まれ ： 前向きでチャレンジ精神が強くどんなことにも
　　　　　　　  強い信念をもっています。

本紙では、障害・障がいの表記については、法律用語は漢字、それ以外はひらがなで表記しています。

（下稲吉小学校 5年生）



　明けましておめでとうございます。
　令和４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。
　さて、2021 年は新型コロナウイルスの猛威で幕を開けましたが、晩秋
にはいったん落ち着きが見えました。しかし、新たな変異株が確認され、
現在も予断を許さない状況です。

　しかしながら、２０２２年は自粛生活から解放され、心機一転新たなことに挑戦し、ポストコロ
ナ社会を見据えた地域活動が展開できるような年にしたいと願っています。
　コロナにより途切れてしまった地域の人と人の「つながり」の再構築や新たな「つながり」を
創出し、持続可能な地域づくりに取り組んでまいります。
　本年も、コロナ禍での活動となりますが、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　　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 70号

第71回　茨城県社会福祉大会
　令和３年１０月２７日に開催を予定されていた第７１回茨城県社会福祉大会は、
新型コロナウイルス感染予防の観点から中止となりました。
　今回、顕彰を受けられた方をご紹介します。

県知事表彰　　 ２０件　（順不同・敬称略）
【民生委員・児童委員】　矢口正美
【ボランティア団体】　志士庫ボランティア　　佐賀ボランティア　　下大津ボランティア　　こぶし会
　　　　　　　　　あすなろ会　　ひまわり会　　コスモス会　　らくだ　　霞ヶ浦資源組合
　　　　　　　　　お話相手ボランティア「あやとり」　　おもちゃ図書館ひよっこ
　　　　　　　　　かすみがうら市シルバーリハビリ体操指導士の会
【社会福祉施設】　宮本和加　　荒山昌之　　鈴木とよ子
【社会福祉施設職員】　酒井洋次
【社会福祉協議会職員】　３名

県社協会長表彰 15件　（順不同・敬称略）
【ボランティア個人】　柴田晴雄　　【ボランティア団体】　フリースペースフラット　　　　　　　　　
【社会福祉施設職員】　福田裕　　菊地あゆみ　　宮内敦子　　茅場理沙　　染谷一徳　　小室和也
【社会福祉施設役員】　山川百合子　　市川昇　　【心配ごと相談員】　原田佳世子
【社会福祉協議会役員】　齋藤和夫　　石川一　　他１名　　【社会福祉協議会職員】　１名
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老人クラブ事業紹介
シルバーリハビリ体操普及講習会　12/15

　かすみがうら市老人クラブ連合会は、茨城県及び茨城県老人クラブ連合会との共催で
シルバーリハビリ体操普及講習会を開催しました。
　講師として、大田仁史氏（茨城県健康プラザ管理者）をお招きし、「なぜ介護予防が必要
なのか」を分かりやすく楽しい講義で、学ぶことができました。
　また、大田氏が考案した「シルバーリハビリ体操」をかすみがうら市シルバーリハビリ体操
指導士の会の皆さまにご協力いただき、参加者全員で行いました。

令和3年度社会福祉協議会会員加入状況
　令和３年９月３０日以降に、社会福祉協議会会員へご加入いただいた皆さまについて、ご報告
いたします。ご加入いただき、ありがとうございました。

【法人会員】　10,000円　 神立幼稚園

メリークリスマス！ハッピープレゼント！　12/18
　かすみがうらウエルネスプラザにおいて、かすみがうら市手をつなぐ育成会会員及びかすみ
がうら市在住の特別支援学校児童・生徒を対象とした「メリークリスマス！ハッピープレゼント！」
を実施しました。プレゼントを申し込まれた方々が、サンタクロースから素敵なプレゼントを受
け取りました。

令和３年１２月３１日現在（順不同・敬称略）
かすみん

講習会の様子 実技の様子講習会の様子 実技の様子
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子どもヘルパー派遣事業を実施しました！
　霞ヶ浦北小学校４年生を対象とした子どもヘルパー派遣事業を実施しました。
　社会福祉法人デイサービスセンターあゆみセンター長の仲澤朋子氏による講話「高齢者との接し方に
ついて」、インスタントシニア、グラウンド・ゴルフ、点字、手話、福祉器具体験、絵手紙の６つの体験を
行い、１月１９日の閉講式をもって全課程を修了しました。
　ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

10/22 グラウンド・ゴルフ体験

10/26 点字体験 11/12 手話体験

11/24 福祉器具体験 12/15 絵手紙体験

20,000円
（株）萩原自動車

にとう歯科医院

新和会

10,000円
（株）千和

（株）中島商事

川島医院

ひたち野総合税理士法人

（株）前島工業所

（株）やまたけ土浦営業所

（株）土屋工務店

（株）やましち

神立幼稚園

（有）ワークサポート

日本赤十字社法人社資報告
法人社費（5,000 円以上の法人）

矢原診療所

（株）ポテトかいつか

かすみがうら市商工会

新栄工業（株）

安達電気工事（株）

（株）紫雲堂

５,000円　　　　　　
（株）千代田機工

匿名１社

7/14 インスタントシニア体験

令和３年１２月３１日現在（順不同・敬称略）
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日常生活自立支援事業
　認知症の高齢者や知的または精神的に障がいのある方で、判断能力が不十分、かつ親族等の援助が

得られない方に対して、下記のサービスを行い、専門員や生活支援員が日常生活を支援する事業です。

支援の内容　　　☆福祉サービスの利用援助
　　　　　　　　（日常的な金銭管理サービス・書類等の預かりサービス）　
　　　　　　　

☆利用方法　　利用者の事情を伺い、訪問調査を経て、支援計画を作成いたし
　　　　　　ます。契約後、生活支援員をお宅に派遣して支援サービスを行い
　　　　　　ます。

☆利 用 料　　　・福祉サービスの利用援助　（・日常的金銭管理サービス）
　　　　　　　　　　　（１時間あたり1,100円）

　　　　　　　　・書類預かりサービス（保管料 1ヶ月あたり５００円）

詳しくは、お電話でお問い合わせください。029-898-2527

令和４年度ボランティア保険のお知らせ

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様々な事故による怪我や損害賠償責任を補償する保険です。

加入できる方
　　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。

対象となる活動
　　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。

保険の種類
　　基本プラン：３５０円　　　天災・地震補償プラン：５００円
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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２６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。

　あじさい館において、絵手紙講座（11/2、17、12/7、17）を開催し、１０名の方々が受講しました。絵手紙
講師の椎名和子氏を迎え絵手紙の書き方等について講義を受けました。
　色鮮やかなとてもかわいい絵手紙が出来上がりました。

絵手紙講座を開催しました！

絵手紙を描く様子描き方について講義を受ける様子

　あじさい館において、終活講座（11/10、19）を開催しました。
　水戸証券株式会社から相続診断士の田畑恵氏を講師として招き「終活の始め方と４つのポイント」と題して講
話をして頂きました。
　講座を２回開催し、合計２５名の方々に受講いただきました。

終活講座を開催しました！

　かすみがうら市内で音訳ボランティア活動を行っているボランティア

サークル「キャッチ・ボイス」が、「障害者の生涯学習支援活動」に係

る文部科学大臣表彰を受けました。

　おめでとうございます。

令和３年度「障害者の生涯学習支援活動」に
係る文部科学大臣表彰

受講の様子
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義　援　金　報　告
（令和３年 12月３１日現在　順不同・敬称略）

物品のご寄贈について
　かすみがうら市社会福祉協議会では、下記物品の受け入れをしています。
　お預かりしました物品については、茨城県社会福祉協議会で整理し、回収業者を通して換金し、
県内のボランティアサークル、NPO団体、任意団体等の活動費として活用されます。
　ご協力をお願いいたします。

①使用済み切手
　〇切手と消印のまわりは１ｃｍ離して切り取ってください。
　※長い消印のものは、地名・日付が１つずつ残るように。

②磁気カード
　〇使用済み・未使用（５０度・１０５度）に分別してください。
　　〈対象のもの〉
　　　裏がグレーの磁気式カード。
　　　ア）テレホンカード（公衆電話で使用できるカード）
　　　イ）図書カード（日本図書普及株式会社が発行していた書籍と引き換えられるカード）
　　　ウ）オレンジカード（ＪＲ各社で利用できるカード）
　　　エ）ハイウェイカード（道路関係４公団が発行していたカード）
　　　オ）ＱＵＯカード（コンビニエンスストア、飲食店、ガソリンスタンド等で使用できるカード）
　　〈対象外もの〉
　　　裏にＱＲコードがついていて、一目で使用残高が分からないもの。（図書カードＮＥＸＴ等）

③書き損じはがき
　〇未使用、書き損じに分けた後、金額別に分別してください。

その他の物品の寄贈に関しては、ご寄贈者様の意思に基づいて配分し、市内の福祉向上に役立てます。
※取り扱いできない物品もありますので、あらかじめ、お問い合わせのうえ、ご確認ください。

○切り取り例 ×対象外の例

消印が切り取られたもの メータースタンプや郵便料金計器で
印字されたもの等

令和２年７月豪雨災害義援金　　　　　  田﨑　從子　10,000 円
令和３年７月豪雨災害義援金　　　　　　田﨑　從子　10,000 円
令和３年台風第１９号等大雨災害義援金　田﨑　從子　10,000 円

現在、募集している義援金は、社会福祉協議会へお問い合わせいただくか、ウェブをご覧ください。
日赤　義援金 で検索してください。
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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

新型コロナウイルス感染予防のため、　
発熱や風邪症状がある場合は、利用を　
お控えください。

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
9：30～11：00
やまゆり館

対象：未就学児　　
定員：１５組（先着順）

必ず保護者同伴でご利用ください。

ウエルネスプラザ

2月 26日（土）
３月 26日（土）

女性の家

２月９日(水)
３月９日(水)

あじさい館

２月22日(火)
３月23日(水)

フラッと、お立ち寄りください

時間　13：30～16：00
場所　ウエルネスプラザ　

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

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
※電話での相談は受けておりません

やまゆり館

2月 19日（土）
３月 19日（土）

当選者 ； T.Nさん、 白雪さん、 みうままさん、 鶴田欽子さん、 いとりさん 

　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。応募総数３３通

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。）　　

令和３年10月1日～令和３年12月31日　（順不同・敬称略）　　

●千代田七会郵便局
●今泉邦子
●神鋼ノース（株）霞ヶ浦工場

●真如苑茨城本部　　　　　　200,000円
●茨城県YMCAチャリティーゴルフ実行委員会  20,000円
●匿名　　　　　　　　　　　  30,000円
●匿名　　　　　　　　　　　  10,000円

●一般社団法人土浦青年会議所土浦JCウェルフェア
　ゴルフ大会実行委員会　【生活必需品一式】

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

新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、開催を中止または延期
する場合があります。
あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染予防のた
め、参加される際は、マスクの着用
をお願いします。

真如苑　様

土浦青年会議所　様


