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　支えあい 助けあいの
まちづくり

　7月に、今年で 10回目になるはつらつスポーツ交流会が開催され、輪投げ大会を行いました。
50名の参加者がいきいきと楽しく交流することができました。
　参加者から「毎年、交流会を楽しみにしているんです。」「体を動かすのは楽しいね。」などの
声があり、玉支部では、これからも参加者の意見を聞きながら、地域の親睦交流を深めていきた
いと話していました。

スポーツで高齢者の健康づくりと親睦交流！
はつらつスポーツ交流会

坂手支部

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～

玉支部

　坂手支部では、６月に阿見町筑見区の地域福祉活動を視察してきました。高齢化率が 40％と
高い地区ですが、元気な高齢者が地域の活動を支える側として頑張っていたのが印象的でした。
特に、誰もが気軽に集まれるサロン活動は、民生委員や高齢者の方々のボランティアで毎日運営
されており、ボランティアの方から「毎日のこの活動が生きがいになってます。」とお話を伺い、
サロンをみんなで支えている姿に胸が熱くなりました。
　この研修をとおして、坂手でもできる事があるのではないかと、もう一度地域を見直すきっか
けになりました。

みんなで支えるサロン「私たちの所でもやってみようかな」
支部視察研修会

▲ナイスプレイでひときわ大きな歓声！ ▲ニュースポーツのラダーゲッターに挑戦

▲様々な取り組みを熱心に伺いました▲サロンのおいしいコーヒーで会話がはずみます
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赤い羽根共同募金の使い道
　皆さまから寄せられた赤い羽根共同募金は、県共同募金会を通じて県内の福祉施設や団体、
社会福祉協議会に配分され、当市でも地域福祉活動やボランティア活動、歳末たすけあい見舞
金などに活用されます。また、国内で発生した災害時に救援活動を行うボランティアを支援す
る資金としても、活用されています。
　この募金運動は、今年も 10月１日から 12月 31日まで全国一斉に展開されます。

戸別募金のお願い
　今年度も例年同様各世帯の皆さまには、自治区長などを通じて募金をお願いさせていただき
ます。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域社会づくり実現のためご協力
をお願いいたします。

「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。

川又町あしたばクラブ
開催日：毎月第２金曜日 10時～ 12時
場　所：川又町公民館

　毎回約 20名の参加者があり、ＪＯＳＯハッピー体操や
シルバーリハビリ体操のほか、手芸や講話、お楽しみ会、
クリスマス会など様々な企画を立てています。
　役員の方々は「皆さんが毎回楽しみに来てくれるのが何よりうれしいですね。月に１回、元気な顔
で会えると安心します。」と話してくれました。

▲まずは体操で体をほぐしましょう ▲今日はトランプで頭も体操！

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

▲笑い声がたえないのも元気の秘訣

赤い羽根共同募金運動　ご協力のお願い
運動期間：10月 1日～ 12月 31日

お問い合わせ先
茨城県共同募金会常総市共同募金委員会
（常総市社協）

TEL 30－8789　FAX 30－8790

共同募金の使いみちの詳細は、
赤い羽根データベース「はねっと」
でご覧になれます。

赤い羽根 検索

はねっと
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　　　　　　　　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。

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

事業名：防災訓練

事業名：日帰りバスハイク

赤い羽根地域づくり応援助成事業　平成 30 年度第３期募集のお知らせ

　助成金を活用させていただき、防災訓練を行いまし
た。当日は天候に恵まれ、班ごとに応急救護訓練や消
火、煙体験などを行いました。今回が初めての実施で
したが、皆さん積極的に参加していました。最後には
炊き出し訓練で作った豚汁を食べ、きずなを深められ
たと感じました。

　バスで出かけるという予定があると、普段のサ
ロンの雰囲気もちょっと明るくなった気がしま
す。カゴメの工場や県庁を見学し、助成金のおか
げで楽しく有意義な１日を過ごすことができまし
た。ありがとうございました。

助成対象　　市民を対象とした地域福祉活動
　　　　　　（平成 31年１月～３月に実施する事業）
申請期間　　平成 30年 11月１日（木）～ 11月 30日（金）
助成金額　　１団体年１回、10万円を上限とします
　　　　　　（助成金額は審査のうえ決定します。）
※詳しくは、社協までご相談ください。

団体名：前河原１５区

団体名：上口楽らくクラブ

▲車いすでの避難についても確認しました

▲野菜の栄養について学びました

町が元気になる 町を思う

笑顔がふえる 誰かの願いが叶う

街頭募金にご協力をお願いします
実施予定　10月　1日（月）
　午前10時～11時　カスミ水海道栄町店・ツルハドラック水海道栄町店前
　午前11時～12時　マスダファインズ淵頭店前
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　社協会員会費につきまして、市民及び法人の皆さまよりご理解とご協力をいただきありがとう
ございました。また、社協支部長、各自治区の役員の方々には、会員加入のご支援をいただき心
より感謝申し上げます。
　地域の皆さまとともに、地域福祉の充実、ボランティア活動の推進など必要とされる事業を進
めてまいります。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

ご協力ありがとうございました
社協会員会費のお礼・報告

法人特別会員会費一覧（順不同・敬称略）
9月 10日現在

法人名 金額（円） 法人名 金額（円）

高砂製紙株式会社 5,000 秋場自動車整備工場 10,000 

株式会社 日本金剛砥石製作所 5,000 株式会社京まろん水海道工場 5,000 

有限会社 電化ショップキムラ 10,000 和耕学園 10,000 

有限会社健友リース 10,000 水海道厚生病院 10,000 

社会福祉法人寿広福祉会 10,000 デイサロン彩葉 10,000 

有限会社青木交通 10,000 ケアプランセンターふれあい 10,000 

株式会社大木組 10,000 有限会社鈴木自動車 20,000 

サンプラスチック工業株式会社 10,000 橋本塗装工業株式会社 10,000 

特定非営利活動法人ひだまり 5,000 株式会社釜久本店 10,000 

株式会社アイヤマ観光 10,000 松枝印刷株式会社 10,000 

新井土木株式会社 10,000 川光物産株式会社 10,000 

株式会社小島ポンプ 10,000 リスカ株式会社 10,000 

株式会社たんざわ 10,000 東武観光株式会社常総営業所 10,000 

株式会社大木精肉店 10,000 社会福祉法人日本キングス・ガーデン 10,000 

有限会社中福 10,000 介護老人保健施設けんちの苑水海道 10,000 

平成理研株式会社茨城営業所 10,000 株式会社ギンポーパック守谷工場 10,000 

株式会社ラ―クネスト 10,000 株式会社染谷工務店 10,000 

特別養護老人ホームよしの荘 10,000 特別養護老人ホーム筑水苑 10,000 

特別養護老人ホーム里の音 10,000 株式会社稲葉燃料 10,000 

株式会社秋葉工業 10,000 社会福祉法人かしわ学園 10,000 

デイサービス居宅介護支援事業所ふなもと 5,000 岩見印刷株式会社　 10,000 

株式会社北総交通 10,000 いばらきコープ生活協同組合 10,000 

株式会社ライスライン 10,000

合　　　計 435,000 

支部別会員会費一覧
9 月 10 日現在

支部名 金　額（円）

水海道高野町 50,500 

水海道天満町 208,400 

水海道亀岡町 33,000 

水 海 道 本 町 45,500 

水 海 道 元 町 31,500 

水 海 道 栄 町 89,400 

水 海 道 宝 町 124,800 

水海道諏訪町 132,500 

水海道橋本町 200,000 

水海道森下町 186,500 

水海道渕頭町 75,000 

水海道山田町 183,000 

水海道川又町 40,000 

豊岡 705,000 

菅原 355,000 

大花羽 224,500 

三妻 576,500 

五箇 464,000 

大生 646,600 

坂手 473,000 

内守谷 355,000 

菅生 914,000 

石下 788,500 

豊田 271,200 

玉 248,000 

岡田 606,000 

飯沼 514,350 

合　　　計 8,541,750 

一般会員会費 ８，５４１，７５０円
法人特別会員会費 ４３５，０００円
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　心身障害者福祉センター
夏まつりを行いました！

　今年は、筑波大学のよさこいソーランサークルを招
き、激しい踊りや楽しい踊りなど全４曲を踊って頂き
ました。途中、利用者の方も振り付けを教わりながら
一緒に踊り、楽しい時間を過ごすことができました。
また、お昼は保護者の方々が作ってくれたカレーを美
味しくいただきました。

　三坂児童館
どんぐりでお買い物

　児童館では、１１月にどんぐりをお金に見立てた
お買い物遊びのお店をオープンします。商品は、木
の実や牛乳パックなどの廃材を利用した手作り小物。
現在、どんぐりで子どもたちがお買い物できる商品
（手作りおもちゃや小物など）を募集しています。ぜ
ひ、ご協力をよろしくお願いします。

水海道児童センター
子育てサロンやってま～す

　８月23日に、鬼怒中学校吹奏楽部２年生による「親
子で楽しむ音楽コンサート」が行われました。幼児
親子さん向けの内容で、皆が好きなアンパンマンや
ドラえもんなどの演奏と顧問の先生のチェロ独奏な
ど、楽しく素敵な時間を過ごすことができました。

　介護保険事業所
ヘルパー日記　～居宅介護支援編～

　社協では、訪問介護事業の他に居宅介護支援事業
も行っているのをご存知でしたか？
　利用者様やご家族の心に寄り添い、自分らしく自
宅で生活が続けられるように一人ひとりに合った
サービスの提案・調整・ケアプランの作成を行って
います。

児童デイサービスセンター
巨大な紙いっぱいにお絵描き

　1枚の大きな紙に子供たちが自由にお絵描きをしまし
た。筆の使い方や手型の押し方、絵の具が混ざり新しい
色になる事などを学びながら、思い思いに好きな物をの
びのびと描いていました。みんな楽しく描いているうち
に巨大な紙もあっという間に埋まってしまいました。

～社協運営事業所紹介～
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平成 30年 6月 9日～平成 30年 9月 10日（敬称略）

現　　　金

（株）オリエンタル商事 44,777 円

コカ・コーラボトラーズジャパン（株） 1,980 円

渡辺食品（株） 10,000 円

出野　好夫 221,900 円

地域女性団体連絡会水海道支部 3,000 円

物　　　品

高砂製紙（株）、（株）大木組、（株）坂東商会、（株）北総交通、

（株）園部製作所　　　　　　　　　　　以上　使用済み切手

災害義援金報告
　社協では、募金箱を設置して災害義援金の

受付を行っています。義援金は、県共同募金

会をとおして被災地へ送金いたします。

社協水海道山田町支部	 23,000 円

社協玉支部	 　9,155 円

水海道祇園祭実行委員会	 18,598 円

常総ボランティア連絡協議会	 16,988 円

フラフレンズ水海道	 60,100 円

匿名（4名）	 51,333 円

※募金箱除く　　9月 10日現在（敬称略）

　社協では、災害被災地で活動するボランティア活動に役
立ててもらう支援金の募金活動をしました。いただいた募
金は、「広島市社協」と「くれ災害ボランティアセンター」
をとおして、ボランティア活動のために活用していただき
ます。皆さまご協力ありがとうございました。
　※8月 15日　石下将門まつり会場
　　8月 21日　マスダファインズ淵頭店前で募金活動実施

社協職員を募集します
◆募集職種　　一般事務職員
◆採用人数　　1名程度
◆受験資格　　次のすべてに該当する方
　　　　　　　①昭和 58年 4月 2日から平成 13年 4月 1日までに生まれた方
　　　　　　　②高等学校卒業以上の方
　　　　　　　③普通自動車免許を有する方
◆試験日時　　1次試験　平成 30年 12月 8日（土）午前 9時～ 12時
　　　　　　　2次試験　平成 31年 1月 19日（土）午前 9時～ 12時
◆試験会場　　石下総合福祉センター（新石下）
◆試験内容　　一般教養試験、職場適応性検査、集団討論、個別面談
◆採　用　日　　平成 31年 4月 1日
◆給　　与　　当法人の給与規程による
◆申込期間　　10月 9日（火）から 11月 22日（木）まで
※申込方法および詳細について

社協ホームページまたは社協石下事務所℡ 30-8789 へお問い合わせください。

市民の善意を被災地でのボランティア活動のために
～平成30年7月豪雨災害被災地支援～
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笑って・楽しく・つながって

このページの問い合わせは、社協石下事務所　TEL	３０－８７８９まで

ふくし祭り
１０月２１日（日） １０:００～１４:００
石下総合福祉センター　※雨天決行

　聴覚障がい者のコミュニケーション手段の一つである
手話を学ぶとともに、聴覚障がいへの理解を深めます。

■　日　時　　9/27、10/4・11・18・25、11/1・8・15
　　　　　　※毎週木曜日（全 8回）　午前 10時～12時
■　会　場　　社協水海道事務所（水海道天満町）
■　内　容　　あいさつ、自己紹介、指文字など基本的な
　　　　　　表現方法を学びます
■　対　象　　手話に興味・関心がある方
■　講　師　　水海道手の会・地域の聴覚障がい者
■　定　員　　20名　　■　受講料　　無料
■　申　込　　�社協石下事務所（TEL30-8789）へ申し込み

ください。

やさしい
手話講座

～入門編～

参加者募集中！

今年のテーマは
「笑って・楽しく・つながって」です。

ふくし祭りでは、
市内のボランティア団体、福祉施設、
NPOなど福祉関係者が集まってテー
マに沿ったお店を開き、皆さんをお待
ちしています。

ぜひ、遊びに来てください。

主　催　ふくし祭り実行委員会
事務局　常総市社会福祉協議会


