
ぼくたち、わたしたち年男年女！
　 　　　　　HAPPYな一年になあれ
　　　　　　　　　　　　　　　（霞ヶ浦南小学校５年生）　

酉年生まれ ： 理解力に優れ、先を見抜く力があります。

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。
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　第 66 回茨城県社会福祉大会が、茨城県民文化
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、次の方々
が受賞されました。　　　　　　＜順不同・敬称略＞

第66回 茨城県社会福祉大会
平成28年10月28日

　新年あけましておめでとうございます。
　市民の皆様には、清々しい新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し上
げます。
　また、旧年中は本会の運営並びに事業推進につきまして、温かいご支援・
ご協力を賜り、本会を代表いたしまして、心より感謝申し上げます。
　さて、本会では、基本理念「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」に基づき、地域福祉の推進に取り組んでおります。本年は、
地域福祉活動計画の見直しの年にあたります。近年、社会保障改革をはじ

め、超少子高齢化型人口減少社会の急速な進展が予測される中、地域の環境に合わせた取り組
みが重要になると考えております。
　本会といたしましては、地域の皆さまとともに、「誰もが住みやすいまちづくり」を目指すため、
支え合う地域づくりが大切であると考えております。
　これからも、地域の皆さまはじめボランティア、地区社会福祉協議会、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。
　本年も市民の皆さま方の、なお一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げるととも
にご多幸を心からご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

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 50号

第66回 茨城県社会福祉大会第66回 茨城県社会福祉大会

【民 生 委 員・児 童 委 員】
【社 会 福 祉 施 設 職 員】

【民 生 委 員・児 童 委 員】
【社 会 福 祉 団 体 役 員】
【社 会 福 祉 施 設 職 員】

久保田敏雄　　池田　房子
大藤　仁子　　酒井　滝子　　瀧　　愛子　　小貫　祐子

宮本昌太郎　　鈴木　健一　　霞　智理子　　君山　英貴　　矢口　友衛
塩田　　栄　　川井　真帆
椿　　美奈　　長谷川志満美　矢口　隆子　　石川真由美　　豊﨑　宏子

県 知 事 表 彰

県社協会長表彰

※全国社会福祉大会において久保田敏雄さんと金指能婦子さんが表彰されました。
　おめでとうございます。
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義　援　金　報　告
平成 28年１０月１日～１１月３０日（順不同・敬称略）

皆さまのあたたかいご支援

をお待ちしております。

　平成２８年熊本地震義援金

【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
口座記号番号「00130-4-265072」
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
☆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」

窓口での振込みは、手数料無料。ＡＴＭは有料となります。

岩手県台風１０号大雨等災害義援金
☆常陽銀行　本店　普通 37641７４
　社会福祉法人茨城県共同募金会
　　　　　　　岩手県大雨災害義援金
窓口での振込みは、手数料無料。ＡＴＭは有料になります。

平成２８年台風１０号等災害義援金
　　　　　（日本赤十字社茨城県支部扱い）

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00100-6-324140」
口座加入者名「日赤平成２８年台風１０号等災害義援金」
☆ゆうちょ銀行の振込用紙半分が、受領証の代わりと
なって、税制上の措置が受けられます。
窓口での振込みは、手数料無料。ＡＴＭは有料になります。

☆平成 28年鳥取県中部地震災害救援金☆
　　　　　（日本赤十字社茨城県支部扱い）

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00180-8-514217」
口座加入者名「日赤平成２８年鳥取県中部地震災害義援金」
☆ゆうちょ銀行の振込用紙半分が、受領証の代わりと
なって、税制上の措置が受けられます。
窓口での振込みは、手数料無料。ATMは有料となります。

義援金は、社会福祉協議会で受付しております。

○平成 28年岩手県台風１０号大雨等災害義援金
　かすみがうら市ボランティア連絡協議会　５，０００円

○平成 28年熊本地震災害義援金
　かすみがうら市ボランティア連絡協議会　５，０００円

かすみん
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災害時に命を守る一人一災害時に命を守る一人一

災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人一人が自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合って取り

組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言われています。その中でも基本となるのは「自助」、一人一

人が自分の身の安全を守ることです。特に災害が発生したときは、まず、自分が無事であることが最も重要です。「自助」に取り

組むためには、まず、災害に備え、自分の家の安全対策をしておくとともに、家の外において地震や津波などに遭遇したときの、

身の安全の守り方を知っておくことが必要です。また、身の安全を確保し、生き延びていくためには、水や食料などの備えをして

おくことも必要です。

防災対策には、十分とか絶対大丈夫というものはありません。これから紹介する防災対策だけでなく、一人一人が、自分の周りに

どのような災害の危険が及ぶのかを考え、その被害をできるだけ少なくするために必要な対策を講じることが重要です。

一番大切なのは、一人一人が取り組む防災

地震が発生したときの、身の守り方を知っておく
地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の「緊急地震速報」を活用することによって、強い揺れが来ることを直前に

キャッチし、身の安全を守る行動をとることができます。緊急地震速報は、地震の発生直後に震源や地震の規模（マグニチュード）

を推定し、各地における振動到達時刻や震度を予測し、可能な限り早く知らせるシステムです。緊急地震速報は震度 5以上が予想

されたときに発表され、テレビやラジオ、携帯電話、市町村の防災無線などを通じて報知されます。

緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。すぐに周りの人に地震が来る

ことを知らせ、あわてずに身の安全を確保するようにしましょう。

●家の中では
座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。
あわてて外へ飛び出さない。もし、火事が発生した場合には可能ならば火の始
末、火元から離れている場合は無理して火元に近づかないようにする。

●商業施設などでは
施設の誘導係員の指示に従う。頭を保護し、揺れに備えて身構える。あわてて
出口・階段などに殺到しない。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明など
の下から離れるようにする。

●エレベーターでは
最寄りの階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにする。

●街にいるときは
ブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れる。看板、割れた窓ガラスの破片が落下することがあるので建物の
周囲から急いで離れる。

●山やがけ付近にいるときは
落石やがけ崩れが発生しそうな場所から急いで離れる

●自動車運転中のときは
あわててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、周りの車に注意を促す。周囲の状況を確認して道路
左側に停車させる。エンジンを止め揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったら、ドアをロックせずキーをつけたまま車
外に出て、安全な場所へ避難する。

●電車・バスに乗車中のときは
つり革、手すりなどにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気を付けるとともに、車掌または誘導員の指示に従う。
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人の防災対策をご紹介！人の防災対策をご紹介！
ライフラインの停止や避難に備えておく

大災害が発生したときには、電気やガス、水道、通信などのライフラインが止まってしまう可能性があります。ライフラインが止

まっても自力で生活できるよう、普段から飲料水や非常食などを備蓄しておくことが大事です。また、自宅が被災したときは、安

全な場所に避難し、そこで避難生活を送ることになります。避難所生活に必要なもの（非常用持ち出し品）をリュックサックに詰

めておき、いつでもすぐに持ち出せるように備えておきましょう。

●災害時に備えた備蓄品の例
　飲料水　一人 1日 3リットルを目安に、3日分を用意
　食品　ご飯（アルファ米など一人 5食分を用意）、ビスケット、板チョコ、乾パンなど、一人最低 3日分の食料を備蓄してお
　　　　きましょう。
　下着、衣類
　トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど
　マッチ、ろうそく
　カセットこんろ

※非常に広い地域に被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では、「1週間分以上」の備蓄が望ましいとの指摘もあります。
※飲料水とは別に、物を洗ったり、トイレを流したりするための水も必要です。日頃から水道水を入れたポリタンクを用意する、
　お風呂の水をいつもはっておくなどの備えをしておきましょう。

●非常持ち出し品の例
　飲料水
　食料品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど
　貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など）
　救急用品（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など）

　ヘルメット、防災ずきん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常持ち出し品の一例
　マスク
　軍手
　懐中電灯
　衣類
　下着
　毛布、タオル
　携帯ラジオ、予備電池
　使い捨てカイロ
　ウェットティッシュ
　洗面用具

乳児のいる家庭はミルクや紙おむつ、ほ乳びんなども用意しておき
ましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料：消防庁「わたしの防災サバイバル手帳」ほか）

　災害は、日ごろの準備と心がまえで被害を最小限に抑えることができます。

ご家庭で災害時について話し合いましょう。

抜粋：政府広報オンライン　お役立ち記事「災害時に命を守る一人一人の防災対策」



子どもヘルパー派遣事業第2クール開始！
　下稲吉小学校６年生の児童の皆さんは、子どもヘルパー派遣事業の第２クールを開始し、救急入門コース、
グラウンドゴルフ、絵手紙を実施しました。
　思いやりの心を育んで地域の絆づくりを目指すこの事業では、地域の皆さんに協力いただき、年齢を越え
て交流しながら学びました。

社協アルバム社協アルバム社協アルバム
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消防署の職員の皆さんからＡＥＤの使用方法を教わりました。消防署の職員の皆さんからＡＥＤの使用方法を教わりました。

千代田グラウンドゴルフの皆さんから教わりました。千代田グラウンドゴルフの皆さんから教わりました。 ホールポストめがけて！ホールポストめがけて！

心を込めて、地域のボランティアさんに絵手紙を描きました。心を込めて、地域のボランティアさんに絵手紙を描きました。

　子どもヘルパー派遣事業は、１０月～
第２クールを開始しました。
　この事業は、全８回を行い、１２月７日
に報告会と修了式を
行い、今年度の全課
程が終了しました。



加入できる方

対象となる活動

補　償　期　間

保 険 の 種 類

平成29年度 ボランティア活動保険について（料金改正）
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。

（平成２９年度）
加入手続き完了日の翌日から平成３０年３月３１日まで

基本タイプ  ：  Ａプラン350円（改正前300円）　　Ｂプラン510円（改正前450円）
天災タイプ  ：  Ａプラン500円（改正前430円）　　Ｂプラン710円（改正前650円）
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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。

　市内の在宅障がい児者家庭の親睦及び交流を目的に実施した「おたのしみ会」には、２５組のご家族５５名
の参加がありました。
　今回は、かすみがうら市ふるさと大使のシンガーソングライター「オニツカサリー」のミニコンサートや地
元のヒーロー、「ふるさと応援隊ガウラ―C」のショーで、参加した皆さんは楽しいひと時を過ごしました。

在宅障がい児者「おたのしみ会」平成28年度
12 月 17 日開催



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

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。

2月 25日（土）
３月 25日（土）

女性の家

２月８日(水)
３月８日(水)

あじさい館

２月22日(水)
３月22日(水)

２月 14日 ・ 28日火曜日
３月 14日 ・ 28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

時間　13：30～16：00
場所　やまゆり館

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

2月 18日（土）
３月 18日（土）

　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、ご寄付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１０月１日～12月31日　（順不同・敬称略）

●宮本昌太郎 ●七会地区女性会

●女性団体代表者連絡協議会　100,000円
●土釉会　　　　　  　　　　　　8,000円
●真如苑　茨城本部　　　　　200,000円
●地域女性団体連絡会　　　　   10,000円
●匿名　１件　　　　　　　　　60,000円
●匿名　１件　　　　　　　　　30,000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
●水戸ヤクルト販売㈱　インスタントシニアセット

善 意
銀 行
善 意
銀 行
善 意
銀 行

預託金預託金

古切手古切手

当選者 ； たまさん、ヨッチャンさん、ピグモさん、石井保子さん、小澤洋子さん

第49号で、掲載した間違いさがしの解答です。
ご応募いただいた皆さんありがとうございました。ステキな「かすみがう
らの幸」プレゼントの当選者は以下の方です。商品の発送にお時間が
かかることもありますが、ご了承願います。

じぶんの町を良くするしくみ。赤い羽根共同募金

預託品預託品

水戸ヤクルト販売㈱様真如苑　茨城本部様

水戸信用金庫様女性団体代表者連絡協議会
代表　酒井ミサ子様


