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ボランティアが手作りの料理と笑顔でおもてなし

お食事会（石下地区）
毎月 1回、70 歳以上のひとり暮らしの方などと
ボランティアが楽しいひと時を過ごしています。
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社協支部ってな～に？
　地域には高齢者や障がい者など、暮らしていくため
に何らかの不安を抱えていたり、援助を必要としてい
る人たちが一緒に暮らしています。住民がお互いに助
け合い、支えあい安心して暮らすことのできる福祉の
まちづくりを進めていくことが社協支部の役割となり
ます。

「ここに住んで良かった」のために活動します！
　近年、少子高齢化、核家族化などにより、ご近所のつながりが薄くなりつつあります。そのため、
地域からの孤立や介護などの不安、子どもの貧困問題など様々な問題が生まれています。
　このような問題に対して、自分たちができることは何かを考え、地域のさまざまな団体と話し合
い、協力しながら、実践していくことが必要とされています。

　岡田支部では、地域活動を進めていくためにはリーダー
づくりからとの声があり、リーダー養成研修会を開催し
ました。自治区長や高齢者食事会ボランティア「つくし」、
サロン活動をしている「向石下いきいきクラブ」、「桑の
実会」などの活動状況が報告されました。この研修によ
り支部内の活動の全体像を知ることができたほか、活動
するうえでの課題などを共有することができました。

初めてのリーダー研修でさまざまな団体が顔合わせ！
岡田支部リーダー養成研修会開催

岡田支部

支部
通信

「社協支部」は、地域に密着した福祉活動を進めるため、主に
小学校区を中心に市内を 27地区に分け組織されています。～社協支部活動紹介～

ゆるやかなネットワーク

福 祉 施 設

民 生 委 員自　治　会

子 ど も 会 シルバークラブボランティア

女 性 団 体

社協支部

　支えあい 助けあいの
まちづくり
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平成 30年度ふれあい・いきいきサロン助成金
　開催地域の誰もが参加できるサロン活動に助成を行います。
助成条件　年 6回以上開催し、毎回 5人以上の参加がある活動。
助成金額　最大3万円（基本助成1万円、人数加算金最大2万円）
※助成金には、申請・報告が必要です。
※�上記以外にも助成条件がございますので、社協までご確認くだ
さい。

赤い羽根地域応援助成金（平成 30年度第２期募集中）
　この助成事業は、市民の皆さまからの募金を活用した助成金です。
市民が行う地域福祉活動に助成を行います。
対象事業　平成 30年８月～平成 31年３月までに開催する事業。
助成金額　上限額 10万円※審査委員会で助成交付額を決定します。
申請期間　６月１日～６月 29日
※第 3期の募集は、11月になります。
※助成事業の詳細については、社協までお問い合わせください。

「ふれあい・いきいきサロン」とは、地域の憩いの場・仲間づ
くりの場です。皆さんの地区でも始めてみませんか。

　毎月第１・３水曜日に新井木町和会館でサロンを開催しています。最初は
来てくれるかなと心配しましたが、毎回 10 人を超す方が楽しみに参加して
います。内容は、シルバーリハビリ体操や介護予防の講話などのほか、ゲーム、
手芸など様々な企画をしています。大生地区の方でしたら、どなたでも参加
できます。笑い声が絶えない楽しいサロンなので、ぜひお越しください。

助成金のご案内　問い合わせ先　社協（地域支援係）TEL ３０-８７８９

▲会長さん手作りのパンがおやつです ▲輪になってハッピー体操　健康寿命を延ばしてま～す

会長の岸さん

大生ふれあいサロンを紹介します。

出会い・ふれあい・
元気の情報源

ふれあい・いきいきサロン 活動紹介
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事業名：地域元気セミナー

ありがとうメッセージ

事業名：第 30 回記念内守谷地区子どもまつり

ありがとうメッセージ

事業名：男の料理教室

ありがとうメッセージ

　今回は健康運動をテーマとして地域元気セミナーを
行ったところ、たくさんの参加者がありました。楽し
みながら健康について学ぶ機会を得ることができ、ま
た、地域の交流も深まったと思います。ありがとうご
ざいました。

　今回、第 30 回記念大会として赤い羽根の助成
金を活用させていただきました。
　地域の誰もが参加できるこの子どもまつりは、
ここ数年子どもたちも増えて大変賑やかになっ
てきています。これからも地域の交流の場として、
40 回、50 回と続けられるように頑張っていきた
いと思います。

　男女協働社会の実現や、ひとり暮らしの男性・未婚の
男性が増えていることもあり、調理を学ぶ機会として男
の料理教室を開催しました。ボランティアサークル「コ
スモス」のみなさんの指導のもと、楽しく会話をしなが
ら料理を作りました。
　今後は、参加者の輪をさらに広げていきたいと思って
います。ありがとうございました。

　　　　　　　　社協では、市民が自主的に行う高齢者介護予防、生きがいづくり、障がい者
　　　　　　　支援、防災など地域福祉活動を応援するため、共同募金を財源とした助成を行っ
　　　　　　　ています。活動報告の一部を紹介します。

団体名：社会福祉協議会三妻支部

団体名：社会福祉協議会石下支部

団体名：内守谷地区子ども会育成会

ありがとうメッセージ
赤い羽根地域づくり応援助成金活用事業報告

赤い羽根
募金の
使いみち

▲一人ひとりの元気が地域の元気

▲めざせ１等賞！マラソン大会

▲作るのも食べるのもわきあいあいです。
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　常総市社協は、市からの補助金・指定管理事業の収入、寄附金や社協会費を財源に運営しており
ます。市から指定管理を受けて 4つの施設運営、また、補助事業・介護保険事業も行っております。
　「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を推進している常総市社協の平成 29年度一般会
計収入支出決算は次のとおりです。

平成 29年度　常総市社協決算報告

（単位 : 円）

　社協では、福祉のまちづくりに役立てるた
め、市民の皆さまに社協会費のご協力をお願
いしています。
　今年も社協支部の役員や自治区長を通じ、
各ご家庭・事業所に伺いますので、皆さまの
ご理解、ご協力をお願いいたします。

　【会費の種類と会費（年額）】
　普通会員　　　　　　５００円
　特別会員　　　　１，０００円
　法人特別会員　　５，０００円（１口）

社協会員会費　ご協力のお願い

－ 会費の使い道 －
　会費は、社協支部活動、ボランティア育成、
ふれあいいきいきサロン、シルバークラブなど
の高齢者支援、法律相談など、さまざまな地域
福祉の推進に活用させていただきます。

▲社協菅生支部　ふれあいスポーツ大会

事業名 事業内容 収入決算額 支出決算額 差引残金

法人運営事業

職員人件費、公用車の維持管理、小口貸付、
生活福祉資金貸付事業、社協支部活動、お食
事会、ボランティア活動推進、交通遺児入学
祝金、日常生活自立支援事業、障がい者社会
参加促進事業、在宅福祉サービス事業、家計
相談支援事業、災害・復興支援センター事業

133,142,063 122,988,971 10,153,092

共同募金配分
事業

高齢者福祉活動、児童・青少年福祉活動、ボ
ランティア活動育成事業、地域福祉活動推進
事業

16,915,740 9,880,844 7,034,896

乗合交通事業 乗合交通事業（予約型乗合交通「ふれあい号」） 10,699,562 10,699,562 0

障がい者相談
支援センター
事業

特定相談支援事業、障害児相談支援事業 9,864,948 7,759,233 2,105,715

指定管理事業

三坂児童館管理事業 9,116,261 8,801,560 314,701

水海道児童センター管理事業 9,299,147 9,013,512 285,635

心身障害者福祉センター管理事業 36,038,821 35,941,200 97,621

児童デイサービスセンター管理事業 27,244,540 25,724,395 1,520,145

介護保険事業
訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） 24,261,250 22,471,104 1,790,146

居宅介護支援事業（ケアプラン作成） 6,977,183 5,391,391 1,585,792

合計 283,559,515 258,671,772 24,887,743
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　児童デイサービスセンター
じゃんけんぽんで長い列車♪

　楽しんで参加できるゲーム指導として「じゃんけ

ん貨物列車」を行っています。音楽に合わせてじゃ

んけんをし、負けた子が勝った子の後ろにつながり

ます。ルールが分からなかったり、後ろに並べない

子もいましたが、今では１列の列車ができています。

　心身障害者福祉センター
つくば宇宙センターへ行ってきました！

　当センターでは、社会のマナーやルールを学ぶ場

の提供と外出を促す目的で、年数回、館外学習を行っ

ています。実物大の国際宇宙ステーション「きぼう」

の中へ入ったり、レプリカの宇宙服を見て、宇宙に

ついての想像を膨らませていました。

介護保険事業所
ヘルパー日記　訪問介護編

　私たちは、高齢の方、障がいをお持ちの方のご自

宅へ訪問しています。入浴介助や食事作りが主な仕

事です。元気・優しさをモットーに日々８人でがん

ばっています。

　水海道児童センター
子どもボランティアで大活躍

　毎月1回、駅南児童公園のゴミ拾いや児童センター

内の清掃などを「子どもボランティア」として活動

しています。公園には、空き缶やタバコの吸殻など

があり、ゴミばさみで拾い集めます。みんなが遊ぶ公園

をきれいにしようと小学生が頑張っています。

三坂児童館
知っていますか？児童館

　児童館は、18歳までの児童が自由に遊べる施設で

す。遊具が豊富で、子育て親子や小学生向け行事、子

ども服交換コーナーなど、様々な子育て支援を行って

います。どうぞ、気軽に遊びに来てください。

～社協運営事業所紹介～
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平成 30年 3月 1日～平成 30年 6月 8日（敬称略）

現　　　金

赤木圭一郎を偲ぶ会茨城支部（代表　飯泉利明） 11,000 円

南城徹 40周年記念発表会 26,348 円

まちの研ぎやさん（代表　神矢芳夫） 19,409 円

カトレア歌謡会（会主　染谷喜美子） 16,664 円

（株）オリエンタル商事 40,358 円

コカ・コーラ　ボトラーズジャパン（株） 1,402 円

太極拳水海道教室 735 円

匿名 4円

物　　　品

常陽ボランティア倶楽部　　　　　　　　　　未使用タオル　350 本

退職公務員連盟常総支部　　　　　　　　　　未使用タオル　340 本

（有）健友リース　　　　　　　　　紙おむつ、男性用尿パッド　4箱

匿名　　　　　　　　　　　　　　　　　リハビリパンツ　2ケース

水海道中学校、下十花さくら会、（有）ベレッツァ、（株）坂東商会、
常総市役所、関東トナミ運輸（株）　　　　　　　以上　使用済み切手�

〇社協水海道事務所
　水海道天満町２４７２
　市民・福祉センター「ふれあい館」内
　ＴＥＬ２３－２２３３
　ＦＡＸ２３－２２３４

対象者：市内在住で車いすを必要
　　　　とする方
期　間：最大３か月まで
料　金：無料
申込先：社協石下事務所
　　　　TEL３０－８７８９

日　時：毎月第４火曜日
　　　　午後１時～４時（要予約）
場　所・予約先
　　　：社協水海道事務所
　　　　TEL２３－２２３３
※１回の相談時間は約20分です。

〇社協石下事務所
　新石下４３６５
　石下総合福祉センター内
　ＴＥＬ３０－８７８９
　ＦＡＸ３０－８７９０

社協はここにあります。お気軽にご相談ください。

法律相談のお知らせ

車いす無料貸出

つ
く
ば
み
ら
い
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　ボランティア活動中のケガや賠償責任を補償します。
◆加入できる方
　ボランティア活動をする団体、個人
　※常総市ボランティア・市民活動センターに登録が必要です。
◆補償内容（プランにより異なります。下記は A プランの場合）
　通院日額　４，０００円　　入院日額　６，５００円　など

朗読ボランティアとは、目の見えにくい人たちの代わりとなって
広報紙や本などを読むボランティアです。

日　程　７月３・17・31 日、８月７・21 日（全５回）
時　間　午前 10 時～ 12 時
会　場　石下総合福祉センターボランティア室
講　師　柳沢由紀子先生
対象者　朗読ボランティアに関心がある方
定　員　15 名
受講料　無料

参加者募集中　あなたの声とハートをお待ちしています♪
朗読ボランティア養成講座

ボランティア募集

まちの研ぎやさんでは、概ね月１回、市内公民館などの
公共施設で刃物を研ぐボランティア活動を行っています。
活動に興味のある方のご連絡を
お待ちしています。
※ 70歳未満の男性の方歓迎！

安心して活動を！～ボランティア活動保険～
年額３５０円～
年額３５０円～

まちの研ぎやさん　会員募集！


