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▲ボランティアの手作り小物「どれにする？」と楽しくお買い物
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　支えあい 助けあいの
まちづくり

　毎年恒例の「敬老のつどい」は、ふれあいの
場として皆さんが楽しみにしている行事です。
　今年は 60 名の方をお招きし、会食後の歌
声コンサートでは全員で懐メロや童謡を歌
い、楽しいひと時を過ごしました。

みんなで歌って　心もひとつに
敬老のつどい

豊田支部

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～

水海道諏訪町支部

　社協豊田支部と豊田小学校が共催で、「豊田ふれあいのつどい」を開催しました。当日は、
三世代が竹とんぼやけん玉、折り紙などで楽しく交流しました。みんなが笑顔でお互いに
声をかけ合う姿を見て、地域のつながりを強く感じることができました。
　参加されたお母さんからは、「子ども達が地域のおじいちゃん、おばあちゃんにいろいろ
な遊びを教えてもらえてとても楽しんでいました。私も、あまり話したことがない地域の
皆さんとお話をすることができて良かったです。」との声がありました。

地域の三世代が楽しく交流！　　　豊田ふれあいのつどい

▲懐かしの歌で気持ちも若返りました ▲ペタンク、狙いをつけての一投！

▲おばあちゃん、折り紙上手に折れたよ▲けん玉、誰が一番できるかな

　11 月 14 日、あすなろの里と大塚戸会館な
どを会場に「ふれあいスポーツ大会」を開
催しました。当日は 72 名が参加し、輪投げ・
ペタンク・グラウンドゴルフを楽しみなが
らプレーしました。

会話もはずみ和気あいあいと
ふれあいスポーツ大会

菅生支部
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　10 月 17 日、常陸太田市民交流センターにおいて第 68 回茨城県社会福祉大会が開催され、
長年にわたり社会福祉事業に功労された下記の方々が表彰されました。　　（敬称略・順不同）

　茨城県知事表彰
　　社会福祉団体関係者	 長岡　徳樹
　　社会福祉施設職員　	 中島すみ江、関口　哲、中島　晴美
　　社会福祉援護功労者	 まんまる玉、点訳サークルてんてん

　茨城県社会福祉協議会会長表彰
　　社会福祉施設役員　	 染谷　堯夫
　　社会福祉協議会職員	 横張　和巳
　　社会福祉施設職員　	 多田　浩子
　　ボランティア　　　	 ふうせんの会

　茨城県社会福祉協議会会長感謝
　　リスカ株式会社

受賞おめでとうございます！　第 68 回茨城県社会福祉大会

「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。

サロン名：椎木クラブ
開催日：毎月第２・第４月曜日 10 時～ 12 時
場　所：本椎木集落センター

　このサロンでは、毎回約 10 名が集まり、楽しみながら身体と頭とお口の体操ができるよ
うにとストレッチ体操やゲーム、おしゃべりをして過ごしています。参加している皆さんは、
健康に気を付けており、会場近くに住む方は歩いて参加しています。また、時には講師を招き

「オレオレ詐欺」や「お薬の飲み方」など暮らしのためになるお話を聞くこともあります。
　参加者は「色々な話ができて楽しい」「近所で知り合いが増えてうれしい」「ここで身体を動
かしているからか、遠出した時の疲れが違うよ。」と話し、笑顔が絶えません。
　現在会員は全部で 14 名です。新しい方大歓迎なので、本椎木地区にお住まいの方、ぜひお
いでください。

▲「赤あげて！」旗あげで頭の体操

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

▲健康には笑顔が一番です
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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：天満町敬老文化祭

事業名：ほぺたん食堂（こども食堂）ふれあい活動

　町内の 70 歳以上の方々をお迎えしてお祝いの
会を開催いたしました。 「明るく・楽しく・健や
かに」をモットーに、地域・ご近所の方との交流
ができたと思います。皆さんの発表も素晴らしく、
笑顔あふれる賑やかな会になりました。ありがと
うございました。

　赤い羽根から助成をいただき、トランプやボード
ゲームなどを購入しました。ほぺたん食堂に来てくれ
た子どもたち、高校生ボランティア、高齢者などが世
代を超え、トランプやゲームで楽しく交流しています。
毎月この交流を楽しみに、たくさんの方が来てくれる
とうれしいです。

団体名：社協水海道天満町支部

団体名：ほぺたん食堂ボランティアの会

▲華やかなフォークダンスの発表

▲ゲームをきっかけに会話が弾みます

災害義援金報告
社協では、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お届けいた
します。

【平成 30 年 7 月豪雨災害】
　海上自衛隊演奏会 61,776 円
　常総市市民生活部有志一同 6,825 円
　匿名（１名） 5,000 円

【北海道胆振東部地震災害】
　海上自衛隊演奏会 54,402 円
　常総市市民生活部有志一同 6,825 円
　匿名（2 名） 11,000 円

※募金箱除く　9 月 11 日～ 12 月 7 日（敬称略）

赤い羽根地域づくり応援助成事業

平成 31 年度　第１期
募集のお知らせ

助成対象
　市民を対象とした地域福祉活動

（平成 31 年度中に実施する事業）

申請期間
　2 月 1 日（金）～ 2 月 28 日（木）

助成金額
　上限額 10 万円（審査の上決定）

※詳しくは、社協まで。
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～家事・子育ての助けあい・支えあい活動～

在宅福祉サービス せ い む のご案内
　在宅福祉サービス「せいむ」は、高齢者や障がい者、育児中の方を対象に、家事・子育てに困っ
ている方とお手伝いできる方を結ぶ、登録制の福祉サービスです。

●日常生活のちょっとした「困った」をお手伝いします。
　　例えば
　　　こんなこと…

部屋の掃除　　　　日用品の買物　　　　子どもの一時預かり

●利用するには…利用会員登録（無料）が必要です。
　　　利用料金　　1 時間 600 円（別途交通費がかかる場合があります。）
　　　利用時間　　原則、平日午前 9 時～午後 5 時　※時間外は要相談

～手作りのお食事とおしゃべりで楽しいひと時～

お食事会　を開催しています！
　お食事会は、高齢者に楽しい時間を過ごしていただけるよう
にと、月１回、地区公民館などでボランティアによる手作りの
食事の提供やレクリエーションなどを行っています。
　皆さんも、楽しみながら友だちの輪を広げてみませんか。

【対象者】　70歳以上のひとり暮らしの方
（上記対象者が少ない地区は、対象者の範囲を広げ実施しています。）

【参加費】　１回２００円

※詳細については、
　社協石下事務所（℡ 30-8789）まで
　お問い合わせください。

お手伝いをできる方（協力会員）を募集しています！

会場 開催日
菅生公民館 第１木曜日
篠山農村集落
センター 第２水曜日

水海道公民館
第２木曜日

橋本町民会館
豊岡公民館 第２金曜日
大生公民館

第３火曜日石下総合福祉
センター
三妻公民館 第３水曜日
坂手公民館 第３木曜日
玉文化センター 第３金曜日
内守谷公民館

第３土曜日
菅原公民館

※開催は８月を除く。

協力会員説明会（次のどちらかにご参加ください。）
　１月２４日（木）午後　１時３０分～　社協石下事務所
　２月１９日（火）午前１０時３０分～　社協水海道事務所
※この活動に興味関心がある方はどなたでも参加できます。
※開催日の５日前までに社協水海道事務所（℡ 23-2233）へ申し込みください。
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　児童デイサービスセンター
大きいお芋が掘れました♪

　児童デイサービスセンターでは、毎週水曜日に集団
指導で運動をしたり創作をしたり、季節の行事を行っ
ています。今回は秋の味覚を掘ろう！ということであ
すなろの里で芋ほりをしました。後日、サツマイモで
スイートポテトを作り、秋の味覚を楽しみました。

　三坂児童館
どんぐりマーケット

　11/ １～ 12/15、どんぐりでお買物ができるどん
ぐりマーケットを開きました。お店は、初日から大
賑わい。今年は地域の方にもご協力いただき、かわ
いい手作りの商品がお店に並びました。利用者から
は「どんぐりで本当にお買物ができた！」と喜びの声。
秋の木の実遊びを大いに楽しみました。

介護保険事業所
ヘルパー日記　～同行援護事業～

　視覚に障がいをお持ちの方に外出時の支援を行っ
ています。
　利用者の『目』となり、その方にとって快適な外
出となるように心がけています。

　心身障害者福祉センター
芸術の秋！笠間で絵付け体験

　社会のマナーやルールを学ぶ目的の館外学習。今
回は、陶芸で有名な笠間に行き、皿にクレパスで絵
付け体験をしてきました。自分で描いた絵が焼き上
がり、手元に届くのが楽しみです。菊まつりで賑わ
う笠間稲荷も散策して秋を満喫してきました。

水海道児童センター
「いいもの★み～っけ」開催中です！

　子ども用品のリサイクル事業が大変好評です。皆さ
んからお寄せいただいた子ども服やおもちゃ、くつ、
絵本などを１人10点までお持ち帰りできます。詳し
くは水海道児童センターまでお問い合わせください。

～社協運営事業所紹介～
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社協会員会費のご報告
（追加と訂正）

　社協会員会費につきまして、市民
の皆さまより追加のご支援をいただ
きました。また、前号でご報告しま
した金額に間違いがありましたの
で、訂正しお詫び申し上げます。

平成 30年 9月 11日～平成 30年 12月 7日（敬称略）

現　　　金

㈱オリエンタル商事　　　　　　　　　	 53,168 円
社協水海道山田町支部　　　　　　　　	 17,665 円
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱　　　 3,554 円
古河ヤクルト販売㈱　　　　　　　　　 105,000 円
てまり会　　　　　　　　　　	　　　　 11,011 円
筑波キングス・ガーデン　　　　　　　　 3,000 円
常総市母子寡婦福祉会　　　　　　　　　 3,000 円
グループホーム遥遥　　　　　　　　　　 1,350 円
まちの研ぎやさん　　　　　　　　　　	 47,000 円
常総市地域女性団体連絡会 5,000 円
ネットワーカー常総 7,000 円

物　　　品

匿名　　　　　　　　　　　　　　　紙おむつ、防水シーツ
水海道中学校、高砂製紙㈱、満和電気工業㈱、
（特非）みんなの広場、沼尻喜美、匿名　　　　	

以上　使用済み切手

交通遺児（保護者）の方へ　入学祝い金を贈ります
交通遺児入学祝金支給事業

交通事故により、父母のどちらか、または両親を失った児童に対し、入学祝い金を贈ります。
◇贈呈対象者

市内にお住まいで、平成 31 年 4 月に保育所・保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・
高等専門学校・短大（専門学校を含む）・大学に入られる方。

◇贈呈金額
１人につき 3 万円

◇申込締切
平成 31 年 3 月 29 日（金）

◇連絡・問い合わせ先
対象となる保護者の方は、
社協石下事務所（TEL 30-8789）までご連絡ください。

※贈呈時期は、4 月下旬の予定です。

皆さまの温かい気持ち
ありがとうございます
～歳末たすけあい募金報告～

　常総市では、寄せられた募金から生
活が困窮し支援を必要とする世帯に対
して、見舞金をお配りしています。

配布世帯数	 145 世帯
見舞金額合計	 1,795,000 円

（平成 30 年 12 月配布）

追加 内守谷支部 57,000 円

訂正 岡 田 支 部 580,500 円

合 計 額 8,575,750 円
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笑った　楽しかった　つながったネ！　ふくし祭り レポート

　10 月 21 日、石下総合福祉センターで「ふくし祭り」（主催：ふくし祭り実行委員会）を開
催いたしました。
　今年のテーマは「笑って 楽しく つながって」。参加したボランティア団体や市民活動団体、
福祉施設など 28 団体は、来場者に福祉について知っていただこうと工夫を凝らしたブースを
開設し、多くの方と楽しく交流することができました。

　茨城県社会福祉大会において、次のボラン
ティアグループが、長年のボランティア活動の
功績に対して、表彰を受けました。

茨城県知事表彰
　まんまる玉（玉地区食事作りボランティア）
　点訳サークルてんてん（点訳ボランティア）

茨城県社会福祉協議会会長表彰
　ふうせんの会（バルーンアートボランティア）

笑顔がいっぱい

高校生や幼稚園の子どもた
ちの元気なステージ発表に
会場も盛り上がりました。

楽しかった！

手話や車いすなどを初体験。
福祉体験スタンプラリーも
大人気でした。

つながりはここから！

参加団体とボランティアス
タッフ、来場者の方々との
暖かな交流が生まれました。

このページの問い合わせは、社協石下事務所　TEL	３０－８７８９まで

　季節感のある手作りお料理で、参
加者の皆さんに「美味しいね！まん
まる玉の日が楽しみだね！」と言っ
ていただけるよう、スタッフ一同こ
れからも頑張りたいと思います。

まんまる玉　代表　武笠絹江さん

ますますのご活躍を期待します！


