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▲寝相アートでハイチーズ！
　（子育てサロンぴ～ちっち）

節分工作 ・豆まき （幼児教室アイアイ）

水海道児童センターでは季節に合わせた行事を開催しています
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▲バレンタインクッキング
　（小学生行事）



　岡田文化センターにて初の福祉講演会を開催し、講師に
元つくば国際短期大学教授の浅野房雄氏を招き“今ドキの
孫育て”について学びました。
　５０名の参加者から「近所の子も自分の孫と思って大切
にしたい」「一歩下がって親を支えることが必要なんだね」
との感想が寄せられ、子も・親も地域で支え育ていく大切
さを学ぶ良い１日となりました。

“今ドキ”を知る講演会
岡田支部福祉講演会

　２月２１日に生涯学習センターにおいて、社協支部
役員の方などを対象とした支えあいの地域づくりのた
めの「社協支部研修会」を開催しました。
　研修会では、地域包括ケアシステムについての説明
や近隣の先進的な取り組みとして、つくばみらい市の
地域活動実践者を招き、お助けサービスや居場所づく
りなど住民同士の支えあい活動の事例を伺いました。
　参加した皆さんには、自分たちの住んでいる地域で

「これから何ができるか」などを考える機会になりまし
た。

ご近所のチカラで私たちのまちをもっと元気に
社協支部研修会
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　支えあい 助けあいの
まちづくり

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～

▲楽しみながらの活動が地域の助けあい
　になっています。

▲自分の地域を思い浮かべ、熱心に
　話を伺いました。

岡田支部

【参加者の感想】
 ・  近所の助けあいの大切さを改めて感じました。
 ・  空き家を利用したサロンなど住んでいる地域に合
 　わせた活動が印象的でした。
 ・  自分の地区にも気軽に集まれる場所があると良い
 　と思った。
 ・  市の福祉サービスを知ることができてよかった。
 　必要とする方に情報提供をしていきたい。



サロン名：大塚戸地区シルバーリハビリ体操教室
開催日時：毎月第 1・3 月曜日
　　　　　午前９時～１１時３０分
場　　所：大塚戸会館

　サロン当日は、朝早くから近所の皆さんが大塚戸会館に
集まってきます。合間に休憩を挟みながら和気あいあいと
シルバーリハビリ体操をして過ごしています。
　元々、ペタンクやオーバルボールをしていた仲間を中心に、メンバーの 1 人がシルバー
リハビリ体操の存在を知り、体操教室を始めようと立ち上げました。地域の皆さんにも声
をかけ、現在 17 名の会員で活動しています。会員の皆さんは休憩時間が楽しいようで、
健康の話、趣味の話、家族の話など会話は尽きません。
　まだまだ会員募集中ですのでお気軽にお越しください。
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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。

▲寒い時期は、ストーブを囲んで体操しています。

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

▲話に花を咲かせます。笑い声が絶えません！

　リスカ株式会社は、蔵持に本社があるうまい棒や
しっとりチョコなどのお菓子を製造する会社です。
　リスカ株式会社には、社会貢献の一環として、社協
法人特別会員へ加入いただいているほか、「ふくし祭
り」などの行事の際、子どもたちに楽しんでもらえれ
ばとお菓子の寄付をいただいております。
　そのほか、市の花火大会や千姫まつりなど各種行事
への寄付活動を行っているそうです。
　ご担当の方は、「つながりあい、助けあう地域づく
りを目指す市民の方々と一緒に心豊かな地域づくりに
貢献していきたい。」と話していました。

▲ふくし祭りでは、子どもたちもステー
　ジ発表などで盛り上げてくれます。

社会貢献活動　　　いいね！ リスカ株式会社



地区名 単位：円
水海道高野町 79,200 
水海道天満町 307,000 
水海道亀岡町 52,800 
水海道本町 64,700 
水海道元町 27,200 
水海道栄町 123,900 
水海道宝町 148,600 
水海道諏訪町 173,400 
水海道橋本町 312,000 
水海道森下町 320,000 
水海道渕頭町 117,000 
水海道山田町 279,900 
水海道川又町 62,400 
豊岡地区 1,096,000 
菅原地区 552,800 
大花羽地区 312,000 
三妻地区 777,300 
五箇地区 369,600 
大生地区 392,800 
坂手地区 406,000 
内守谷地区 293,600 
菅生地区 721,300 
石下地区 1,282,800 
豊田地区 440,800 
玉地区 392,700 
岡田地区 768,100 
飯沼地区 642,560 

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） 24,662 
社協豊岡支部（豊岡小学校運動会） 28,486 
社協大花羽支部（大花羽小学校運動会） 16,050 
社協菅原支部（菅原小学校運動会） 11,420 
豊岡地区民生・児童委員（豊岡公民館まつり） 40,380 
地域女性団体連絡会三妻地区（三妻小学校運動会） 54,463 
地域女性団体連絡会大生地区（大生小学校運動会） 50,010 
地域女性団体連絡会菅生地区（菅生小学校運動会） 48,679 
地域女性団体連絡会栄町・諏訪町（カスミ水海道栄町店前） 8,548 
地域女性団体連絡会橋本町・元町（こども園みつかいどう運動会） 13,298 
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） 4,600 
地域女性団体連絡会水海道天満町（あすなろの秋まつり） 21,620 
内守谷女性会（カスミきぬの里店前） 22,822 
常総ふるさとまつり 7,454 
ふくし祭り 16,501 

募金者氏名（敬称略） 単位：円
秋場　貞男 10,000 
笠原　公男  1,000
倉持　正 5,000
染谷　馨 3,000 
中川　智雄  8,819 
中山　美代子 10,000
沼尻　一男  4,284 
匿名（3 件） 14,689 

ご協力ありがとうございました
平成 31年度（令和元年度）共同募金 感謝の報告

（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）

募金総額 １２，３５３，８６８円　（敬称略・順不同）

－募金は、私たちのまちを良くするために使われます―
皆さまにご協力いただきました赤い羽根募金11,857,018円と歳末たすけあい募金496,850円は、
次のように活用させていただきます。

・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
・大規模災害への備えや災害時のボランティア活動支援に

※募金の集計日は１月末のため、それ以後の募金については次年度に報告させていただきます

戸別募金　１０，５１６，４６０円 街頭募金　３６８，９９３円

個人募金　５６，７９２円

社
しゃきょう

協は社会福祉協議会の略称です。4

第 50 号	 ふくし JOSO	 令和２年３月 19 日



企業・団体名他 単位：円 企業・団体名他 単位：円
（株）CAP コンサル 5,000 石下地区消費者友の会 10,346 
（株）ライスライン 10,000 石下生活改善グループ連絡協議会 5,000 
新井土木（株） 10,000 石下グランドゴルフ愛好会 22,310 
川光物産（株） 10,000 豊岡町砂浜ゴルフ会 10,000 

（有）健友リース 10,000 いきいきサロン西原 4,112 
内守谷工業団地協議会 20,000 石下地区民生児童委員協議会 4,395 
Ｌ・ハーモニー石下 10,000 よしの荘職員一同 15,253 
水海道ロータリークラブ 50,000 菅原第５シルバークラブ 3,000 
水海道街商組合 50,000 ツルハドラッグ水海道店 31,566 
かしわ学園 14,593 ツルハドラッグ水海道栄町店 2,426 
水海道教会二葉こども園 10,000 ウエルシア常総北水海道店 2,370 
常総市建友会 30,000 ウエルシア常総石下店 4,195 
筑波キングス・ガーデン 5,000 ウエルシア常総向石下店 1,430 

市役所職員 ･ 消防署職員 ･ 社協職員 ･ 市関係施設募金箱 197,378 

イベント（団体）名他 単位：円 イベント（団体）名他 単位：円
地域元気セミナー（社協三妻支部）（H30 年度） 7,417 敬老お祝い会（豊岡町前河原女性部） 1,550 
地域交流どんど焼き（前河原子供会）（H30 年度） 6,292 ふくしの集い（社協玉支部） 11,455 
福祉講演会（社協坂手支部）（H30 年度） 4,055 ふれあいサロン体験会（社協豊田支部） 2,915 
三世代合同草餅つき（横曽根親睦会） 2,246 宝町敬老会（社協水海道宝町支部） 7,240 
タチスミレ観察会と地域交流会（菅生沼を考える会） 2,047 ふれあいスポーツ大会（社協菅生支部） 494 
砂場交流夏まつり（砂場町内会） 1,881 山田町福祉まつり（社協水海道山田町支部） 22,000 
はつらつスポーツ交流会（社協玉支部） 779 三世代交流歩く会（社協水海道森下町支部） 8,415 
親子ふれあい夏まつり（岡田地区子ども会育成連合会） 5,075 福祉講演会（社協豊岡支部） 3,371 
出前講座（社協豊田支部） 3,100 坂手ふれあいフェスティバル（社協坂手支部） 14,170 
三世代ラジオ体操・交流会（前河原町内会） 6,712 福祉講演会（社協岡田支部） 2,360 
グラウンドゴルフ大会（社協岡田支部） 1,676 年末地域交流会（平松そば打ち会） 5,619 
敬老文化祭（社協水海道天満町支部） 500 地域交流どんど焼き（社協水海道山田町支部） 32,353 
五箇小運動会交流事業（五箇地区シルバークラブ） 2,700 地域交流どんど焼き（前河原子供会） 11,991 

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 37,733 石下中学校 27,818 
豊岡小学校 26,654 石下西中学校 29,000 
菅原小学校 15,289 鬼怒中学校 6,332 
大花羽小学校 8,869 絹西保育園 3,934 
三妻小学校 7,186 さくら保育園 5,382 
五箇小学校 7,589 石下保育園 30,000 
大生小学校 10,908 東さくら保育園 3,656 
絹西小学校 25,176 小貝保育園 1,224 
菅生小学校 4,759 玉・御城・豊田幼稚園 16,336 
石下小学校 43,569 岡田幼稚園 21,611 
豊田小学校 20,865 飯沼幼稚園 14,231 
玉小学校 16,365 石下幼稚園 30,000 
岡田小学校 31,165 認定こども園みつかいどう 32,556 
飯沼小学校 33,367 認定こども園きぬ学園 9,890 
水海道中学校 49,118 認定こども園二葉こども園 1,599 
水海道西中学校 28,736 

団体名 単位：円
よしの荘（３台） 11,088 
けんちの苑（２台） 43,810 
とり専科やまぶ 12,594 
市内公共施設（３台） 26,427 

イベント募金　１６８，４１３円

法人・団体等募金　５４８，３７４円

学校・保育園・幼稚園等募金　６００，９１７円

赤い羽根自動販売機による募金　９３，９１９円
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　当センターは、イオンタウン守谷の「幸せの黄色いレシート」
に参加しています。これは、毎月 11日にお買い物をしたレシー
トをボックスに投函していただくと、その金額の１％と同額の
図書券などがいただける仕組みです。
　当センターでは、児童生徒の教材購入に活用させていただい
ています。ぜひご協力をお願いいたします。

　幸せの黄色いレシートへのご協力を！
【児童デイサービスセンター】　

　0歳～ 3歳の幼児と保護者で成る幼児クラブが
3月で今年度の活動を終えました。毎週火曜日に
集まり、工作や季節の行事を楽しみ、それぞれの
著しい成長を皆で見守る少人数でアットホームな
クラブです。新年度は 5月スタート。新規会員募
集中です。

　子育てを楽しみながら　　　　【三坂児童館】

　児童センターでは体育館が一番人気の遊び場で
す。時には小・中・高校生が一緒になりバスケッ
トボールで汗を流し、異年齢の交流が自然に生ま
れることもあります。これからも地域の中で子ど
も達が楽しめる居場所となるよう見守りたいと思
います。

　遊びがつなぐ交流の輪　【水海道児童センター】

　節分の行事で、豆まきを行いました。自宅で豆ま
きをする人が少なく、毎年節分の時期が近付くと「今
年も豆まきをするのかな？」、「今年は誰が鬼になる
のかな？」と、楽しみにしている利用者の方の声が
聞こえてきます。当日は、みんなで楽しく豆まきを
行いました。

　「鬼は～外！！」　　　【心身障害者福祉センター】

社
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～社協運営事業所紹介～

● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ●

● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ●

● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ●



ありがとうございました ～災害義援金報告～

　お預かりした災害義援金は、県共同募金会をとおして被災地へ送金いたします。
ご協力ありがとうございました。

　【台風 19号災害（茨城県）】
　　常総ボランティア連絡協議会　8,796 円

　　※台風 19 号災害への義援金募集は終了いたしました。

ふれあい ・ いきいきサロン助成金

サロンづくり ・ 運営を応援します！

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（活動内容等に応じて）

【活動対象】
　・開催地域の住民誰もが参加できること
　・５名以上の参加者で、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。

現　　　金 物　　　品

（株）オリエンタル商事　　　　　　　38,891 円
※ 11 月 20 日分未掲載のため合算掲載

コカ・コーラボトラーズジャパン（株）　　2,855 円
常総市役所生涯学習課　　　　　　　　　857 円
水海道第二高等学校 2 年 4 組　　　　　　　19 円
出野好夫　　　　　　　　　　　　　　59,207 円
匿名　　　　　　　　　　　　　　　　5,000 円

匿名　　　　　　　　　　　　　介護食品
倉持電機（株）、匿名　　　　　 書き損じはがき
　　　　　　　　　　　　　　　未使用はがき
まちの研ぎやさん、（社福）日本キングスガーデン、
アロハカトレア、倉持電機（株）、高砂製紙（株）、
ロジカ（株）、匿名　　　　　以上　使用済み切手
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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。

令和元年 12 月 7日～令和 2年 3月 6日（敬称略）



はじめよう　ボランティア

音訳ボランティア
　音訳ボランティアは、目の見えにくい方の代わりと
なって広報紙などを読む活動です。
　市が発行する「広報常総」「お知らせ版」などを読み、

「声の広報」として音訳 CD を作成します。
　興味のある方はぜひ下記までご連絡ください。

活　動　日：第２・４木曜日
活動場所：石下総合福祉センターボランティア室（新石下）
※見学も歓迎しています。

傾聴ボランティア ～サークルダンボ会員募集～
　希望する方の所へ訪問し、お話を伺う活動です。訪問す
ると「待ってたよ」と笑顔で迎えられ、とても嬉しく、心
が温かくなります。
　　「傾聴ボランティアサークル　ダンボ」で一緒に活動し
てみませんか。

活動日時　利用者の希望とボランティアの都合が合う日時
　　　　　１回につき１時間程度
定 例 会　毎月第 4 水曜日　１３：３０～１５：３０
　　　　　石下総合福祉センター　ボランティア室

▲読む人と録音する人に分かれCDを

　作成します

◎利用者募集中！
楽しかったことや不安なこと、思い出話など、どんなことでもお話を
伺います。

〈利用できる方〉市内在住で６５歳以上の方
※お話し中に知り得た内容は口外しません。利用料は無料です。

このページの問い合わせは、社協石下事務所　TEL	３０－８７８９まで8


