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　支えあい 助けあいの
まちづくり

　市地域包括支援センターから、日常生活で
できる認知症予防について話を伺いました。
当日は 82 名が参加し、認知症の症状など深
刻な話から、クイズ形式の脳トレ、動きを
よくする膝のマッサージなど盛りだくさん。
終始笑い声が響く楽しい講座でした。

認知症にはならないぞ！
福祉講座

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～

坂手支部

　少子高齢化が叫ばれて久しく、それぞれの地域には多くの
課題が山積しています。そんな中、そうした課題に立ち向かっ
ている地区の「支えあい活動の実践」をお聞きしました。参
加した支部役員やボランティアの皆さんは、これからの住民
同士の支えあい・助けあい活動を考えるきっかけにしたいと
話していました。

私たちにできることを考えました

▲認知症予防になる脳トレ。真剣に解いています。 ▲支部長の指導で脳トレや健康体操を行いました。

▲皆さん真剣に聞き入っていました。

飯田美砂子さん

　東部・西部自治区でサロン体験会を開催
し、23 名が参加しました。支部長による講
話の後、実際のサロンのように体操や食事
をみんなで楽しみました。参加者からは「と
ても楽しかった。」「近所にこんな場があれば
良いと思う。」との声がありました。

サロンの雰囲気を体験！
ふれあいサロン体験会

豊田支部

　高齢者やその家族に声か
けを行い、ていねいな説明
をすることで実施につなげ
ました。高齢者の皆さんは
月 1 回の集まりをとても楽
しみにしています。

　住民同士話し合いを重ね
て、地域の助けあいの仕組み
を作り上げてきました。助け
あい活動が生きがいにつなが
り、地域全体が豊かになって
います。

支部研修会
平成 31 年１月 25 日開催

中川純一会長

沖南いきいきサロン（沖新田町）　　　　 筑見区自治会（阿見町）　　　　　　　　　
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「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：きぬの里健康麻雀サークル
開催日：毎週月曜日　午後１時～４時
場　所：きぬの里自治会館

　きぬの里自治会館からは、勢いよくジャラジャラと牌
パイ

を混ぜる音、「ちょっと待ってね、ど
の牌

パイ

を捨てようかな～」「この組み合わせはね…」と楽しそうな声が聞こえます。きぬの里では、
住民同士の交流の場に、また、脳を刺激して健康維持のためにと健康麻雀を始めました。
　週１回、男性 8名、女性 5名が「賭けない・吸わない・（酒を）飲まない」で麻雀を楽しん
でいます。初めは初心者だった方も他の会員に教わるうちに上手になり、一緒に楽しめるよう
になりました。「知り合いが増えて楽しい。」「健康にいいと聞いて、やってみたかった。」「教
えるのも楽しいね。」と参加者は笑顔で答えてくれました。きぬの里にお住まいの方ならどな
たでも参加できます。初心者大歓迎ですので、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。

▲「次はどうするんだっけ？」賭けないので
　相手とも和やかに話せます。

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

▲ゲームの途中ですが、笑顔がさわやかです。

　けんちの苑では施設がある豊岡地区のお
食事会（豊岡公民館）に看護師が出向いて、
高齢者の血圧や体重の測定をおこなってい
ます。
　施設では「皆さんの元気と笑顔が私たちの
活力の元！これか
らも地域密着型施
設としてニーズに
合った活動をして
いきたい。」と話し
ていました。

サロンづくり・運営を応援します

ふれあい・いきいきサロン助成金
　市内で開催するサロンを対象に活動費用を
助成します。

【助成金額】
　最大３万円
　　（基本助成金 1万＋経費に応じて）

【活動対象】
　・開催地域の住民誰もが参加できること
　・年６回以上実施していること
　・�生きがいづくり、仲間づくり、介護予防
や健康づくりなどをめざす活動　など

【お問い合わせ先】
　対象要件、申請方法などの詳細は、
　社協石下事務所（℡ 30-8789）まで▲病院じゃないからリラックス！

社会貢献活動　　　いいね！

介護老人保健施設「けんちの苑水海道」
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地区名 単位：円
水海道高野町 80,000 
水海道天満町 305,600 
水海道亀岡町 52,400 
水海道本町 63,900 
水海道元町 27,200 
水海道栄町 120,200 
水海道宝町 145,600 
水海道諏訪町 181,900 
水海道橋本町 316,800 
水海道森下町 320,000 
水海道渕頭町 118,400 
水海道山田町 289,000 
水海道川又町 67,300 
豊岡地区 1,024,000 
菅原地区 558,400 
大花羽地区 312,800 
三妻地区 724,500 
五箇地区 332,800 
大生地区 443,400 
坂手地区 420,000 
内守谷地区 301,400 
菅生地区 722,400 
石下地区 1,206,500 
豊田地区 408,800 
玉地区 360,000 
岡田地区 695,700 
飯沼地区 665,160 

団体・会場名 単位：円
五箇地区民生・児童委員（五箇小学校運動会） 18,382 
社協豊岡支部（豊岡小学校運動会） 23,537 
社協大花羽支部（大花羽小学校運動会） 16,600 
社協菅原支部（菅原小学校運動会） 20,000 
豊岡地区民生・児童委員（豊岡公民館まつり） 31,141 
地域女性団体連絡会三妻地区（三妻小学校運動会） 51,848 
地域女性団体連絡会大生地区（大生小学校運動会） 49,255 
地域女性団体連絡会菅生地区（菅生小学校運動会） 44,479 
地域女性団体連絡会栄町・諏訪町（カスミ水海道栄町店前） 7,178 
地域女性団体連絡会水海道元町（カスミ水海道栄町店前） 5,557 
地域女性団体連絡会水海道橋本町（こども園みつかいどう運動会） 9,331 
地域女性団体連絡会水海道渕頭町（ファインズマスダ店前） 8,755 
地域女性団体連絡会水海道天満町（ふるさとの秋まつり） 22,846 
石下幼稚園（石下幼稚園運動会） 27,510 
石下保育園（石下保育園運動会） 27,500 
内守谷女性会（カスミきぬの里店前） 20,285 
常総ふるさとまつり 19,375 

団体名 単位：円
よしの荘（３台） 10,294 
けんちの苑（２台） 36,016 
とり専科やまぶ 16,748 
市内公共施設（５台） 46,958 

戸別募金　10,264,160 円 街頭募金　403,579 円

赤い羽根自動販売機による募金　110,016 円

皆さまにご協力いただきました赤い羽根募金11,642,850円と歳末たすけあい募金337,365円は、
次のように活用させていただきます。

－募金は、私たちのまちを良くするために使われます―

・高齢者や障がい者を支援する活動のために
・ボランティア活動者の支援や育成のために
・子育て中の方を支援する活動のために
・地域の福祉課題を解決する活動のために
・生活支援を必要とする世帯への見舞金に
・県内の福祉施設や社会福祉を目的として活動する団体に

11,980,215円 （敬称略・順不同）募金総額

平成30年度共同募金　感謝の報告
（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）
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企業・団体名他 単位：円 企業・団体名他 単位：円
（株）大木組 5,000 石下グランドゴルフ愛好会 17,327 
（株）ライスライン 10,000 豊岡町砂浜ゴルフ会 10,000 
（株）北総交通 10,000 いきいきサロン西原 3,766 
新井土木（株） 10,000 石下地区民生児童委員協議会 6,140 
川光物産（株） 10,000 好友会シルバークラブ 3,594 
秋場自動車整備工場 10,000 よしの荘職員一同 11,318 
内守谷工業団地協議会 20,000 （株）島田製作所 17,317 
坂手工業団地連絡会 10,000 石下保育園職員一同 40,000 
Ｌ・ハーモニー石下 17,190 水海道地区お食事会 4,791 
水海道ロータリークラブ 50,000 ツルハドラッグ水海道店 2,488 
水海道街商組合 50,000 ツルハドラッグ水海道栄町店 1,331 
かしわ学園 14,979 ウエルシア常総北水海道店 3,280 
三坂児童館母親クラブ 1,207 ウエルシア常総石下店 2,768 
石下消費者友の会 10,000 ウエルシア常総向石下店 1,483 
石下生活改善グループ連絡協議会 5,000 市役所職員 ･消防署職員 ･社協職員 ･市関係施設募金箱 205,002 

イベント（団体）名他 単位：円 イベント（団体）名他 単位：円
福祉講演会 11,304 グラウンドゴルフ大会（社協岡田支部） 1,350 
地域元気セミナー（社協三妻支部） 4,606 はつらつスポーツ交流会（社協玉支部） 362 
スクエアステップ（スクエアステップ石下） 2,738 三世代交流会（杉山自治区） 710 
三世代合同草餅つき（横曽根親睦会）　 2,634 高齢者交流スポーツ大会（社協石下支部） 256 
前河原桜まつり（前河原シルバークラブ） 8,730 ふくしの集い（社協玉支部） 637 
タチスミレ観察会と地域交流会（菅生沼を考える会） 2,683 三世代交流秋の大収穫祭（社協水海道川又町支部） 581 
砂場交流夏まつり（砂場町内会） 1,271 ふれあい交流会（幼児教室アイアイ） 3,867 
親子ふれあい夏まつり（岡田地区子ども会育成連合会） 1,962 三世代交流歩く会（社協水海道森下町支部） 16,454 
三世代納涼のつどい（社協水海道橋本町支部） 486 坂手ふれあいフェスティバル（社協坂手支部） 17,800 
三世代ラジオ体操・交流会（前河原町内会） 4,580 お楽しみ会（社協水海道元町支部） 1,347 
諏訪町敬老のつどい（社協水海道諏訪町支部） 954 年末地域交流会（平松そば打ち会） 3,984 
敬老お祝い会（豊岡町前河原女性部） 2,500 山田町地域交流どんど焼き（社協水海道山田町支部） 7,888 
五箇小運動会交流事業（五箇地区シルバークラブ） 4,850 

学校・保育園・幼稚園他 単位：円 学校・保育園・幼稚園他 単位：円
水海道小学校 34,010 水海道中学校 9,467 
豊岡小学校 29,180 水海道西中学校 9,929 
菅原小学校 10,011 石下中学校 28,790 
大花羽小学校 10,455 石下西中学校 19,210 
三妻小学校 5,865 絹西保育園 1,147 
五箇小学校 13,534 東さくら保育園 6,629 
大生小学校 11,451 玉幼稚園 7,532 
絹西小学校 26,731 御城幼稚園 7,306 
菅生小学校 7,360 豊田幼稚園 9,818 
石下小学校 51,812 岡田幼稚園 17,489 
豊田小学校 13,795 飯沼幼稚園 13,177 
玉小学校 16,020 認定こども園みつかいどう 48,215 
岡田小学校 25,750 認定こども園きぬ学園 35,650 
飯沼小学校 33,072 水海道二高マルタ会 3,837 

募金者氏名 単位：円
中山　美代子 10,000 
中川　智雄 6,696
染谷　馨 2,000
渡辺　守 2,000 
匿名（３件） 6,007

法人・団体等募金　　563,981 円

イベント募金　　104,534 円

学校・保育園・幼稚園等募金　　507,242 円

個人募金　26,703 円
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　心身障害者福祉センター
調理体験を行いました！

　２月と３月に、石下総合福祉センターの調理室でグ
ループ学習を行いました。初めて調理を経験する利用
者の方も多く、職員と一緒に包丁で材料を切ったり、
炒めたり、みんなとても楽しんでいました。自分たち
で作った料理は、とてもおいしくてついつい食べ過ぎ
てしまいました。

　水海道児童センター
「おには～そと！　ふくは～うち！」

　幼児教室アイアイの皆さんが、親子で作った豆入
れにたっぷりの豆を入れて、節分の行事を楽しみま
した。鬼のお面をつけた職員を怖がって泣き出す子、
笑顔で豆を投げられる子など反応も様々で、にぎや
かな時間になりました。

介護保険事業所
ヘルパー日記　～感染症予防対策～

　感染症を予防するための対策の一つに、手洗い後
のペーパータオル使用があります。タオル・ハンカ
チは、細菌が繁殖しやすいため、各自持ち歩き、訪
問時活用しています。

　児童デイサービスセンター
電車に乗ってカフェでランチ♪

　体験学習として、高校生が冬休みに、電車に乗っ
てカフェでランチをしてきました。事前に自分たち
で時刻表や料金、スケジュールを決め、お店でのマ
ナーを確認してからのぞみました。駅前通りを散策
した後のランチはとてもおいしかったようです。

三坂児童館
幼児クラブ会員募集中！

　幼児クラブは、登録制の子育てクラブです。毎週火
曜日、お子さんとお母さんが集まり、お楽しみ行事や
子育ての悩みを共有するなど楽しく活動しています。
少人数でアットホームな雰囲気なので、参加してみま
せんか？

～社協運営事業所紹介～
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「社会福祉のために役立ててください」と皆さまから社協へ寄せられた善意は次のとおりです。
ありがとうございました。

平成 30 年 12 月 8日～平成 31 年 3月 8日（敬称略）

　日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十
分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利
用援助等を行うものです。

例えば…こんな場合にご相談ください！
　・福祉サービスの使い方がわからない
　・最近物忘れが多くて、通帳をしまい忘れてしまう
　・計画的にお金を使いたいが迷ってしまう

【援助内容】
　・福祉サービス利用手続きの援助・金銭管理などのサービス　　　1,100 円 / 時間
　・書類預かりサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500 円 / 月

【支援日時】
　・平日午前 9時～午後５時（活動時間帯については要相談）

【問い合わせ先】
　社協水海道事務所（℡ 23-2233）まで

◇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（℡ 30-8789）まで
　　　　　　　　※贈呈時期は、4月下旬の予定です。

くらしの安心！金銭管理や書類預かり　～日常生活自立支援事業～案内

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～案内

現　　　金 現　　　金

㈱オリエンタル商事 34,549 円 横堤介護予防教室 11,325 円

社協水海道山田町支部 11,880 円 匿名 391 円

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 2,644 円 物　　　品

出野　好夫 47,404 円 ㈱大堀工務店、常陽銀行水海道支店、
アロハカトレア　　　以上　使用済み切手水海道教会二葉こども園 10,000 円

亀田　昌博 5,000 円
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アルミ缶で車いすを贈る活動！

このページの問い合わせは、社協石下事務所　TEL	３０－８７８９まで

　障がいのある方もない方も一緒に楽しめる様々な交流事業を行っ
ているグループです。2月 17 日におこなったカラオケグランプリ
では、障がいのある方 54名の参加があり、その見事なパフォーマ
ンスに、会場は感動の嵐でした。来年も楽しみです。

第 15回カラオケ☆グランプリ開催

▲施設 ILAの皆さんが「糸」を熱唱！感動しました。 ▲練習の成果を発揮し、皆さん最高の笑顔です。

ボランテ

プリ
ティアグループ

ズム 
プ 

マルタ会 活動紹介

　水海道第二高校ボランティア部「マルタ会」です。ア
ルミ缶回収，常総市内の行事手伝い，募金活動などをし
ています。
　私たちは車いすを寄付することを目標にプルタブ回収
をしてきましたが，これからはプルタブがついたままの
アルミ缶を回収することにしました。災害に備えてエレ
ベーターがなくても階段を降りることができる車いすを
購入して常総市に寄付したいと考えています。皆さまの
ご協力をお願いいたします。�

回収品　　アルミ缶のみ
回収場所　水海道第二高校

※必ず顧問まで連絡のうえ、
　缶をよくすすいでお持ちください。

＜連絡先＞

水海道第二高校（0297- 22 -1330）

マルタ会顧問まで

▲自分たちにできる福祉活動に取り組んでいます。

 


