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新年のごあいさつ

『だれもが幸せに暮らせるまちづくりのために』
社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　会 長　池 辺　勝 幸
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　明けましておめでとうございます。
　市民の皆様には、健やかに平成 26 年の初春を
お迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
　旧年中は、当会事業運営に多大なるご支援、ご
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨今、少子超高齢化や生活困窮問題など、
様々な福祉課題が表面化しており、その内容もよ
り複雑多岐になっております。
　そのような中、昨年は、一人の不幸も見逃さ
ない地域づくりとして、平成 22 年から進めてい
た「地区社会福祉協議会（略称：地区社協）」が、
８つの小学校地区全てにおいて設立されました。
　各地区社協では、地域の特徴に合った地域福祉活動が行われておりますが、当会も
その活動を支援しながら、地域コミュニティがますます活性化するよう、笑顔あふれ
るまちづくりに取り組んでまいります。
　また、今年は認知症高齢者や障がい者の方々の自立生活を支援する牛久市成年後
見サポートセンターや、子育て支援事業である牛久ふれあい保育園・ひたち野うしく
駅前分園、奥野さくらふれあい保育園に続き、地域に開かれた保育園運営の拡充として、

0歳児、1歳児を対象とした、（仮称）牛久ふれあい保
育園牛久駅前分園【牛久駅西口エスカードビル１階】
の開園を準備しております。
　当会は、だれもが幸せに暮らすことができる、温も
りあるまちづくりを進め、支え合い助け合いの輪を広
げてまいりますので、今後ともより一層のご支援とご
協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
　結びに、市民の皆様のご健康とご多幸を心よりご祈
念申し上げ、新年のごあいさつといたします。



こんにちは !  社協の保育園ですこんにちは !  社協の保育園です
（仮称）牛久ふれあい保育園牛久駅前分園が開園します

大切な子どもたちの笑顔を守ります
～高機能オゾン空気清浄器を各保育園に設置しました～

内観　完成予想図

一般的な空気清浄器と違い、オゾンで安全・強力な細菌対策
・オゾンの殺菌・脱臭・空気清浄力は、塩素の約 7倍の酸化力 !
・残留毒性がなく、作用後酸素に戻り、とても安全です。

　牛久市立向台小学校は、昭和 55 年４月１日に創立した歴史
があり緑豊かな学校です。しかし、同小学校の余裕教室を利
用した牛久ふれあい保育園の敷地には、保育士だけでは手入
れが出来ない大きな樹木が多数ありました。
　そのため 11 月 14 日、牛久市シルバー人材センターのボラ
ンティアの皆さんが、保育園の庭と駐車場周辺の剪定と除草
をしてくださいました。見違えるようにきれいになった園庭
に子ども達も大喜びです。「たくさん遊べるね !」
　地域に貢献して下さる活動に感謝申し上げます。

牛久市人材シルバーセンターのみなさん　ありがとうございました

①空気感染対策【吸引空気清浄機能】
　子どもたちがいる時に空気感染を除去します。 
②接触感染対策【オゾンくん蒸機能】
　ウィルスや細菌が付着したもの（保育室）を除去します。 
　常に快適な室内を整え、少しでも安全で安心できる環境づくりに努め
ています。

　平成 26 年 2 月、牛久駅西口エスカードビル１階に「（仮称）牛久ふれあい保育園牛久駅前分園」
が開園します。牛久ふれあい保育園は、平成22年４月に「丈夫な身体　豊かな心」を保育目標に掲げ、
当会が運営する保育園として開園しました。
　この度は、交通の利便性の高いＪＲ牛久駅西口に牛久ふれあい保育園の分園を整備し、市内待
機児童の解消と、働く親御さんの子育てと仕事の両立をサポートしてまいります。
　皆様の入園をお待ちしております。

　保育園は小さな子どもたちが集団で生活する場所です。また、感染症が蔓延しやすいことが悩
みの一つでもあります。 感染症にかかると、保護者は長期にわたって仕事を休まなければならず、
子どもだけではなく保護者の方もナーバスになりがちです 。
　そこで社協では、子どもたちの健康を第一に考え、医療現場にも用いられる「高機能オゾン空
気清浄器」を全保育園に設置し、快適な生活空間づくりに努めています。 
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温かい「お気持ち」が集まりました温かい「お気持ち」
赤い羽根共同募金運動で店頭募金

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金のご報告

東日本大震災義援金のご報告 （平成 25年 8月～11月）

　11月7日（木）と12日（火）の 2日間、赤い羽根共同募金運動のＰＲ
活動として、ヨークベニマル牛久南店様といばらきコープ牛久店様に
おいて、店頭募金を実施しました。
　当日は、寒空の下での募金活動でしたが、地区社会福祉協議会の皆
様にもご協力をいただき、お買い物客やお店のスタッフの方々の温か
い気持ちをたくさんいただくことができました。
　ご協力ありがとうございました。

〈ご協力いただいた方〉
　ダンスサークル萌 様・柏田台行政区 様（募金箱）・岡田地区スポーツ交流会様

　東日本大震災義援金の受付期間が平成 26 年３月 31 日まで延長されました。
　この義援金は、中央共同募金会を通して被災地に配分されます。

　本年度も 10 月１日から 12 月 31 日までの３ヶ月
にわたり、「じぶんの町を良くするしくみ」をスロー
ガンに赤い羽根共同募金運動を実施しました。
　街頭募金では、ボランティアやボーイスカウト、
ガールスカウト、また、行政区における戸別募金
では、地域の福祉委員、班長の皆様にもご協力い
ただき、大きな成果をあげることができました。
　また、併せて実施しました歳末たすけあい募金
でも、市内にお住まいで生活にお
困りの世帯に「歳末見舞金」とし
てお届けさせていただきました。
　皆様の善意に感謝いたします。
ありがとうございました。

■赤い羽根共同募金（総額 8,627,060 円）
・戸別募金（17,151 世帯） 8,369,180 円
・街頭募金 80,008 円
・店頭募金 16,964 円
・学校募金 88,286 円
・家庭倫理の会牛久・龍ヶ崎様 6,346 円
・Wai ワイまつり 21,951 円
・介護者の集い様 520 円
・その他 43,805 円

■歳末たすけあい募金（総額 5,352,903 円）
・戸別募金（17,280 世帯） 5,342,903 円
・グループ麦わら帽子様　 10,000 円

（平成25年11月30日現在）

11月7日　ヨークベニマル牛久南店 11月12日　いばらきコープ牛久店
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《牛久町》 （株）綜企画設計茨城支店 様
《南１丁目》 （有）広井プラント工業 様
《上柏田１丁目》 落合交通（有） 様

皆様から心のこもったご寄付をいただき、心より感謝申し上げます。
この善意は、地域福祉充実のため、有効に使わせていただきます。

 8 月
・匿名 6,000円
・北原明 3,000円
・匿名 ビニールプール
・親和会、青少年育成女化西支部 雑巾 100枚
・NPO法人　月曜クラブ
 菓子・ミネラルウォーター48本
・中野富次 車イス・手押し車
 9 月
・遊佐典子 タオル
・牛久レクリェーション協会 20,000円
・匿名　 クーファン（乳児用持ち運び布団）・乳児用イス
・NPO法人　月曜クラブ ミネラルウォーター48本
10月
・匿名 ベビーベット・寝具一式
・匿名 35,453円
・黒澤永美子 歩行器・サッカーゴール
・レインボーグループ  バスタオル62枚
 フェイスタオル３枚
・匿名 コンビカー・ベビー椅子
・岡田地域女性団体女化支部 
 クリスマスプレゼント（子供用手提げ袋）100個

・匿名 おもちゃの自動車11個
・（株）美都住建 30,000円
・（有）美都和 18,000円
・ＲＩ第2820地区　牛久ロータリークラブ
 救命救急ボトル1,000本
・NPO法人　月曜クラブ 
 菓子・ミネラルウォーター48本
・匿名 ベビーカー
・小坂団地サロン「和」 雑巾 70枚・手芸
11月
・グループ麦わら帽子 10,000円
・ボランティアすずらん 10,000円
・匿名 ぬいぐるみ15個
・雲国寺 米 30㎏
・みどり野区文化祭実行委員会 50,000円
・大相撲土浦・牛久場所実行委員会 200,000円
・アリスカラオケスタジオ　湯浅幸子 17,635円
・NPO法人　月曜クラブ 
 菓子・ミネラルウォーター48本
・羽根アヤ子 電動アシスト自転車1台
・牛久福音キリスト教会 7,500円
・ダンスサークル舞姫 30,000円

（敬称略）

温かい「お気持ち」が集まりました」が集まりました
歳末たすけあい托鉢行脚

心のこもった善意ありがとうございました
（平成 25年 8月～11月）

平成25年度社協会員会費のご協力、ありがとうございました
（平成 25年 8月～11月末）

　去る 12 月６日、牛久市仏教会の皆様により托鉢（たくはつ）行脚が
行われ、歳末たすけあい募金としてご寄付いただきました。
　黒衣をまとい網代笠をかぶった一行は、肌寒いなか下町の観成院を出
発、「歳末たすけあい」ののぼりを先頭に、国道 6号線から牛久駅東西口、
牛久市役所までの道程で行われ、沿道の皆様から心のこもった浄財が寄
せられました。
　ご寄付いただいた浄財は、要援護者世帯への歳末たすけあい見舞金と
して、大切に使わせていただきました。ご協力ありがとうございました。
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心温まる社協の介護保険サービス！！
　今年も、ケアマネジャー・ホームヘルパー・デイサー
ビス「シルバーウイング」では、ひとりひとりに寄り
添った、心温まる支援を行います。

不安や、お悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
　市社会福祉協議会　介護保険事業担当
　　電話 871－0547　ＦＡＸ 874－3969
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～認知症等により、ご自宅に戻れない方が増えています～
　『認知症』とは、記憶障害や時間・場所が分からなくなる見当識障害、判断力の低下などから、
日常生活がうまく送れなくなるような状態をいいます。
　なかでも、時間や場所がわからなくなる見当識障害は、発症初期から症状が見られます。約
束の時間を守れなくなったり、症状が進むと自宅の近くで迷子になったり、外出先から自宅に
戻れなくなることがあります。また、到底歩いていけそうにない距離を歩いてしまいます。

● 牛久市ＳＯＳネットワークとは…
　 　ファックスの一斉送信により地域の支援を得て、行方不明者（高齢者・障がい
者・児童等）を早期に発見・保護することを目的としたネットワークです。

● 協力者登録をお願いいたします
　 　ネットワークにご協力頂ける方（もしくは団体・企業）を募集しています。ご自宅にファッ
クスのある方は是非ご登録ください。
● 事前登録をおすすめします
　 　外出して、家に戻れなくなることが心配される方につきまして、捜索に必要なご本人の
特徴や写真を事前にいただくことで、速やかに捜索協力依頼が行えます。
【お問い合わせ先】　牛久市地域包括支援センター
　　　　　　　　　電話 878－5050　FAX 871－0540

写真等の情報を掲載す
ることで、行方不明者
の特徴がより伝わりや
すくなります。

協力者へのファックス送信

※協力者数　260件（H25.11月末現在）協力者はできる範囲で捜索に協力

牛久市・社会福祉協議会

行方不明者の発生

⬇⬇

⬇⬇
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　昨年の 11月 16日（土）、結婚 50周年を迎えられたご夫妻を総
合福祉センターにご招待し、合同金婚式を開催いたしました。
　当日はまるで皆様を祝福するかのように、秋晴れが広がり、該当
された244組のうち、87組がご出席されました。
　金婚の記念として行った写真撮影では、カメラの前でお二人仲睦
まじく手をつないで寄り添われるご夫妻もいらっしゃいました。

　式典では、出席者を代表して、
丸山隆文・登美子様ご夫妻が褒
状と記念品を授受され、一色邦彦・愛子様ご夫妻が「夫婦相合し
敬愛の念を高め、健康に留意して、地域社会に貢献できる一市民
として務めて参ります。」と、謝辞を述べられました。
　金婚を迎えられた皆様には、これからもますますお元気にお過
ごしいただきたいと思います。
　おめでとうございました。

　『救急ボトル』とは、一人暮らし高齢者の方などがご本人の緊急連絡先
や医療情報などを記載した情報シートを専用のボトルに入れ、自宅の冷
蔵庫に保管しておくことで、体調を崩されて救急車を呼んだ時に、駆け
付けた救急隊員が迅速に対応できるようにするものです。
　一昨年に頂いた救急ボトルは、これまでに約1,700名の方に配布し、「こ
れで安心です」「ホッとしました」「ボトルを冷蔵庫に入れておけば救急
隊が対応してくれるという市内統一した方法がとても安心できます」な
どの声が寄せられています。
　なお、救急ボトルの配布にあたっては、各行政区長・民生委員児童委員の多大なるご協力もいただきま
した。ありがとうございました。

　牛久市においても高齢世帯が増加する中で、一昨年寄贈いたしました『救急ボトル』を多くの方
にご活用いただいているとお聞きし、大変嬉しく思います。
　今後も地域貢献ができればと考えております。
 牛久ロータリークラブ会長　中 川 城 子
 　　〃　　社会奉仕委員長　園 部 昌 彦

※ この救急ボトルを高齢者世帯の方などに無料で
お配りしていますので、希望される方はどうぞ
お申し込みください。

◉お申込み・お問い合わせ先
　　牛久市地域包括支援センター
　　電話878－5050　ＦＡＸ871－0540

お二人の50年の歩みを刻んでお二人の50年の歩みを刻んで
～祝　牛久市合同金婚式～～祝　牛久市合同金婚式～

牛久ロータリークラブ様より牛久ロータリークラブ様より
『救急ボトル』を新たに 1,000 本頂きました『救急ボトル』を新たに 1,000 本頂きました

記念品授受

代表謝辞



社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
〒300-1292 茨城県牛久市中央 3丁目 15番地 1 

牛久市役所庁舎 内
　総務　地域福祉　
　ボランティア・市民活動センター
 電話（029）８７１－１２９５
 FAX（029）８７１－１２９６
　地域包括支援センター
 電話（029）８７８－５０５０
 FAX（029）８７１－０５４０

〒300-1214 茨城県牛久市女化町 859 番地 3
牛久市総合福祉センター 内

　介護保険 電話（029）８７１－０５４７
 FAX（029）８７４－３９６９
　障害者通所 電話（029）８７１－４３８４

障害者相談 電話（029）８７１－１８４１
 FAX（029）８７１－４３６０

〒300-1211 茨城県牛久市柏田町 3047番地 19
　牛久市こども発達支援センターのぞみ園
 電話（029）８７０－４３２０
 FAX（029）８７０－４３５０

〒300-1221 茨城県牛久市牛久町1606番地
 牛久市立向台小学校 内
　牛久ふれあい保育園
 電話（029）８７３－９５６０
 FAX（029）８７３－９５６１

〒300-1288 
 

 
 

〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1丁目33番地1
 ひたち野リフレ 1F
　牛久ふれあい保育園 ひたち野うしく駅前分園
 電話（029）８７３－２０１３
 FAX（029）８７３－２０３２

「社協」は
社会福祉協議会の略称です。

茨城県牛久市久野町725
牛久市立奥野小学校 内

電話（029）８７５－００５６
FAX（029）８７５－０６３０

奧野さくらふれあい保育園

募集職種 業 務 職 種 応募資格 (要普通運転免許 ) 報　酬　等
知的障害者
デイサービス

支援員
嘱 託
臨 時

社会福祉士・ヘルパー 2級以上若
しくは、障害者福祉の経験・関心
のある方

嘱託：月額 155,500 円
　　　賞与年 2回、その他手当有
臨時：時給 900円
　　　（月額 144,400 円程度 )

身 体障害者
デイサービス

老 人
デイサービス 介護員

介護福祉士・ヘルパー 2級以上・
介護支援専門員若しくは、高齢者
福祉の経験・関心のある方

ふ れ あ い
保 育 園

保育士
看護師

嘱 託
臨 時
パート

保育士、看護師有資格者

保育士嘱託：月額 164,900 円
賞与年 2回、その他手当有

保育士臨時・パート：時給 1,000 円
※看護師については、お問合せください

調理員 臨 時 時給 900円（月額 144,400 円程度）

● 募集人数　各若干名　　● 採用予定日　2月 1日（応相談）
● 申込方法　写真を添付した市販の履歴書を牛久市役所分庁舎内社会福祉協議会まで持参してください。
　　　　　　 （郵送不可）
● 募集期間　1月 14日（火）まで（日曜祝日を除く）　　● 面接試験　1月 18日（土）予定
● 問合せ先　牛久市社会福祉協議会　電話871－ 1295　※勤務形態等、詳細はお問合せください

牛久市社会福祉協議会職員募集牛久市社会福祉協議会職員募集

　牛久市成年後見サポートセンターでは、｢成年後見制度と遺言・相続｣ をテーマに、親族・一般向
けの講演会及び無料相談会を開催いたします。
　元気なうちに知っておきたい成年後見制度や遺言・相続について、分かりやすくお話しいたします。
　◆日　時　　平成 26年２月１日（土）　13：30～ 16：15　　※ 13：00（受付開始）
　◆場　所　　ひたち野リフレ４Ｆ　第１会議室（牛久市ひたち野東１丁目 33番地６）
　◆内　容　　13：30～ 15：00　　講演　「成年後見制度と遺言・相続」
　　　　　　　15：15～ 16：15　　無料相談会（要予約）
　◆定　員　　80名
　◆参加費　　無料
　◆講　師　　公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート茨城支部会員
　◆申込み　　１月 24日（金）までに当会へ電話もしくは直接お申込ください
　　　　　　　※無料相談会は事前予約が必要になりますので、講演会のお申込みの際にあわせてご予約ください。
【お申込み・お問い合わせ先】 牛久市成年後見サポートセンター（市社会福祉協議会内）
 牛久市中央３－15－１ 市役所分庁舎１階
 電話 871－1295　FAX 871－1296

　 『成年後見・遺言・相続』講演会、無料相談会のご案内


