
ぼくたち、わたしたち年男年女！
　　　　　　　　　　　　　　　　（新治小学校５年生）　

戌年生まれ ： 正義感があり、誰に対しても　　　　　

　　　　　　　　　思いやりがあり、親切です。

ともに生き　みんなと住み続けたい　思いやりのまちづくり
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第54号かすみがうら社協だよりかすみがうら社協だよりかすみがうら社協だより
社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。
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社会福祉協議会理事・監事紹介

　新年、あけましておめでとうございます。
　市民の皆様には、輝かしい新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し上
げます。
　また、旧年中は本会の運営並びに事業推進につきまして、温かいご支援・
ご協力を賜り、役職員を代表いたしまして、心より感謝申し上げます。
　さて、本会では、基本理念であります「ともに生き、みんなと住み続け
たい思いやりのまちづくり」に基づき、地域福祉の推進に取り組んでおりま
す。本年は、『我が事・丸ごと』の地域福祉推進の理念に基づいた、人と

人とがつながる仕組みづくりへの本格的な取り組みが、開始される年になります。急速に進む、
超少子高齢化型人口減少社会で、地域で暮らす誰もが、地域の支え手となり、少しずつ地域の
絆を強く結びつけ、安心して暮らせるまちづくりへの取り組みが重要になると考えております。
　本会といたしましては、地域の皆さまとともに、「誰もが住みやすいまちづくり」を目指すため、
支え合う地域づくりが大切であると考えております。
　これからも、地域の皆さまをはじめボランティア、地区社会福祉協議会、行政及び関係機関と
連携を図り、更なる福祉の向上を目指して努力をしてまいります。
　本年におきましても市民の皆さま方の、なお一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げるとともにご多幸を心からご祈念いたしまして、新年の挨拶と致します。

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会　　会長　坪井　透

新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ

２ 社協だより 第 54号

社会福祉協議会評議員紹介

会　長　　坪　井　　　透
副会長　　井　坂　勝　美
副会長　　久保田　敏　雄
理　事　　中　根　光　男
理　事　　額　賀　源　衛
理　事　　西　尾　晴　男
理　事　　髙　﨑　　　正
理　事　　坂　本　雅　子
理　事　　川　井　真　帆
理　事　　渡　邉　示羊　子
理　事　　根　本　　　衞
理　事　　木　村　正　美
監　事　　坂　　　　　稔
監　事　　齋　藤　正　通
　　　　　　　　（敬称略）

髙　澤　春　男
原　田　兼　次
大　内　　　弘
服　部　松兵衛
齋　藤　和　夫
中　込　フクヨ
石　塚　廣　道
石　塚　貴　夫
栗　山　　　実
吉　藤　　　稔
矢　口　友　衛
大　橋　秀　昭
糸　賀　節　子
鈴　木　健　一
柳　澤　　　剛

糸　賀　きみえ
田　﨑　從　子
齋　藤　二三子
相　馬　てる子
藤　井　藤　吉
今　戸　英　一
根目沢　浩　幸
川　井　眞里子
宮　﨑　博　代
矢　口　令　子
齋　藤　英　憲
吉　田　　　均
岡　﨑　　　勉
石　川　　　一
　　　（敬称略）

（任期：2017年６月27日～2019年６月定時評議員会まで） （任期：2017年４月１日～2021年６月定時評議員会まで）



3社 協だより 第 54号

第67回　茨城県社会福祉大会

第56回　茨城県老人クラブ大会 平成29年９月14日

第56回　茨城県母子寡婦福祉大会 平成29年8月25日

　第６７回茨城県社会福祉大会が、
常総市の地域交流センターで開催
されました。
　多年にわたり社会福祉の発展に
功績のあった方々に対し表彰が行
われ、かすみがうら市からは、次の方
々が受賞しました。

平成29年11月８日

県社協会長表彰　※順不同・敬省略

【社会福祉協議会役員・社会福祉施設役員】　根本　　衞　・　渡邉　示羊子

【社会福祉施設職員・社会福祉団体職員】　益子　久美　・　豊﨑あや子　・　海東美由紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙野　昌江　・　槌田　洋美　・　小松﨑喜保　　他１名

【ボランティア】　おもちゃ図書館ひよっこ　・　えがおの会

県老人クラブ会長表彰　※順不同・敬省略

【老人クラブ功労者・役員】　廣原　茂男

【老人クラブ功労者・職員】　齋藤　芳宏

【会員増強運動特別賞受賞クラブ】　角来いきいきクラブ

県母子寡婦福祉会長表彰　※順不同・敬省略

【母子寡婦福祉会功労者・役員】　野口とし子　・　宇都木ゆり子



4 社 協だより 第 54号

子どもヘルパー派遣事業全課程修了しました ！
　下稲吉小学校６年生の児童の皆さんは、子どもヘルパー派遣事業の第２クールを１０月から開始し１２
月をもって修了式を迎えました。
　今回は救急入門コース、グラウンドゴルフ、絵手紙を行いました。
　地域の絆づくりを目指すこの事業では、地域の皆さんの協力をいただき、交流するとともに、いざと
いう時のために、AEDの使い方などを学んでいます。

社協アルバム社協アルバム社協アルバム

　子どもヘルパー派遣事業は、１2月６
日に報告会と修了式を行い、今年度の
全課程が終了しました。

協力いただいた
皆さま方、
ありがとう
ございました。

思いを込めて、絵手紙を描きます思いを込めて、絵手紙を描きます

胸骨圧迫の仕方を学びます胸骨圧迫の仕方を学びます 狙いを定めて！狙いを定めて！

消防署の職員の皆さんからＡＥＤの指導を受けます消防署の職員の皆さんからＡＥＤの指導を受けます



5社 協だより 第 54号 5

かすみがうら市赤十字奉仕団活動報告
　８月に結成されたかすみがうら市赤十字奉仕団は、１１月１９日に実施された、かすみがうら市防災訓練で
霞ヶ浦中学校の生徒の皆さん向けに、災害時の非常食の炊き出しとして、お箸や食器がなくても食べること
が出来るごはんの作り方を教える活動を行いました。

社協アルバム社協アルバム社協アルバム

①炊き出し専門袋に、
無洗米を入れます。

②無洗米を入
れたら次に、
水を入れます。

③最後に、袋の空気を抜いて、輪ゴ
ムで留めます。空気が入っていると、
袋が破裂するので、念入りに空気を
抜きます。

④袋に入ったお米をお湯で 30分煮て、
10分以上蒸らしたら出来上がり。

お水は線まで計ります 袋の空気はしっかり抜いて



6 社 協だより 第 54号

保 険 の 種 類

申込み・問合せ

かけはし かすみがうら市　ボランティアセンターだより第 22 号
※ボランティアセンターは、社会福祉協議会内にあります。

平成30年度ボランティア活動保険の加入はお済みですか！
万が一の事故に備えて、加入をお勧めしています。
日本国内でのボランティア活動中のさまざまな事故によるけがや損害賠償責任を補償する保険です。

基本タイプ：Ａプラン350円　　Ｂプラン510円
天災タイプ：Ａプラン500円　　Ｂプラン710円

かすみがうら市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
電話089-898-2527(あじさい館内)

被災地へのボラン
ティア活動の際は、
事前加入をお勧め
します。

　「高齢者向けレクリエーション講座」では、高齢者向けのレクリエーションを学び、ボランティ
ア活動に活かしてもらおうと、福祉レクリエーションワーカーの田谷先生にご指導いただきました。
　講座 1 回目は、手先・指先を使うレクリエーション、2 回目は、身体を動かすレクリエーショ
ンを学びました。

高齢者向けレクリエーション講座を開催（全 2回）

　お話し相手ボランティアサークル『あやとり』では、いっしょに活動してくれる仲間を募集しています。

　お話し相手ボランティア『あやとり』は、現在４名の会員で、高齢者や高齢者世帯の皆さんが安心して暮らせ

るよう、安否確認を兼ねて、日常の何気ない出来事などを、電話をかけてお話しする活動をしています。

　お話しの内容は主に、１日の過ごし方や趣味、日々の心配ごとなどです。

　今年度、発足から１５年目を迎え、新たな仲間として活動してくださる方をお待ちしています。少しでも興味の

ある方は社会福祉議会（☎029-898-2527）までお気軽にご連絡ください。

活動場所：あじさい館　活動日：火曜日（月２回　午前中）

ボランティアサークル　あやとり　仲間募集！



7社 協だより 第 54号

この事業は、皆さまからご協力いただいた「歳末たすけあい募金」の助成で実施しております。

　市内の在宅障がい児者家庭の親睦及び交流を目的に実施した「おたのしみ会」には、23組の
親子 47名の参加がありました。
　今回は、オニツカサリーのミニコンサートやKSCなかよしスポーツクラブの皆さんによる
よさいこいソーランの演舞の披露に参加した皆さんは、楽しいひと時を過ごしました。

在宅障がい児者「おたのしみ会」平成29年度
12 月 9日開催

  

ADHD
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かすみがうら市男神 356-1

☎ 029-834-6000

〒 300-0132

社会福祉法人
聖 隷 会 霞ヶ浦の里

全個室で、 家庭と同様ぬくもりのある介護に努めます。
見学 ・体験等お受けいたします。 ぜひ一度お越しください。

特別養護老人ホーム
ショートステイ
デイサービス
グループホーム

介護スタッフ及び看護師を募集しております！

サリーちゃんといっしょ いっしょに踊るのは楽しいな
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よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット
ひきこもりがち
な方とその家
族のための集
いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館
対象：未就学児

必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

2月 24日（土）
３月 24日（土）

女性の家

２月14日(水)
３月14日(水)

あじさい館

２月28日(水)
３月28日(水)

やまゆり館

２月 13日 ・ 27日火曜日
３月 13日 ・ 27日火曜日

フラッと、お立ち寄りください

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み  発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

要予約 ！ 029-832-5601

家庭訪問相談もお受けしています。
時間　9：00～11：00／14：00～16：00

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理 ・ 精神
法律 ・ 医療
保育 ・ 障がい
の専門相談員
が応じます。 

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527

時間　13：30～16：30

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

法律は要予約、先着３名まで
※電話での相談は受けておりません

やまゆり館

2月 17日（土）
３月 17日（土）

　皆さまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。
　お寄せいただいた善意は、ご寄付の趣旨に沿ってかすみがうら市の地域福祉向上の
ために活用させていただきます。（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）　　

平成29年１０月25日～平成29年11月24日　（順不同・敬称略）

●飯田　　功　　　●久保田節子
●七会地区女性会　●ガールスカウト茨城県第３団
●桜井石油　　　　●斉藤シゲ子

●かすみがうら市女性団体代表者連絡協議会　100,000円
●土釉会　　　　　  　　　　　　5,000円
●かすみがうら市ボランティア連絡協議会千代田地区　10,000円　　　  
●匿名　　　　　　　　　　　　 2,340円
●匿名　　  　　　　　　　　　　 259円

●水戸信用金庫　　アルミ製自走型車いす
　　経営研究会　　　介護用ドラムブレーキ
　　資産活用研究会　付き　２台
　　青年重役会　　　
　　土浦・つくば支部

●木村造園土木　　手編みマフラー100本
●石岡青年会議所　食料品　
　　フードドライブ　
●水戸ヤクルト販売㈱　レクリエーションセット
　　　　　　　　　グラウンドゴルフスタート表示板

善 意
銀 行
善 意
銀 行
善 意
銀 行

預託金預託金

古切手古切手

当選者 ； ＵＳさん、宮内秀美さん、松井孝樹さん、はっちゃんさん、市井秀夫さん

第53号で、掲載した間違いさがしの解答です。
ご応募いただいた皆さんありがとうございました。ステキな「かすみがうら
の幸」プレゼントの当選者は以下の方です。商品の発送にお時間がかかる
こともありますが、ご了承願います。

じぶんの町を良くするしくみ。赤い羽根共同募金

預託品預託品

水戸ヤクルト販売㈱　様

石岡青年会議所　様水戸信用金庫　様

女性団体代表者連絡協議会　様

今回のまちがいは８つあったため、８つ中７つ当
たっていれば正解となります。ご了承願います。


