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牛久小地区社協牛久小地区社協

岡田小地区社協岡田小地区社協

奥野小地区社協奥野小地区社協

牛久二小地区社協牛久二小地区社協

中根小地区社協中根小地区社協

向台小地区社協向台小地区社協

神谷小地区社協神谷小地区社協

ひたち野うしく小地区社協ひたち野うしく小地区社協



ひたち野うしく小学校区

中根小学校区

牛久第二小学校区

牛久小学校区

岡田小学校区

神谷小学校区

奥野小学校区

向台小学校区

【標記内容】
①地区社協名
②構成する行政区等
③主な活動

～地区社協は、地域コミュニ ティづくりの推進役です～～地区社協は、地域コミュニ ティづくりの推進役です～
　地区社会福祉協議会（略称：地区社協）は、一人の不幸も見逃さない地域づくりを目指し     て、多様化する生活課題や福祉課題を解決するため、住民同士が助け合い、力を合わせて地域福
祉活動を進める新たな支え合いの活動基盤です。地区社協の範囲はおおむね小学校区であり、    住民の皆様の主体的な参加と協力により、地域の特徴に合った地域福祉活動を進めています。
皆様も、地区社協活動にご支援ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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①二小学区地区社協
② 本町、田宮、つつじが丘、第２つつじが丘、エ
スカードビル、神谷二区
③ 生きがいサポート協働事業の運営（外出サポー
ト、仲間作り）、すまいるサポーター活動の強化
（小中学校と連携）ほか

①ひたち野うしく小学校区地区社協
② 北部、東猯穴、（ひたち野西、コモンステー
ジひたち野）

③ ひたち野うしくふれあいまつり～盆踊り～
の開催、合同防災訓練の実施　ほか

①牛久小学区地区社協
② 上町、下町、刈谷、城中、新地、秋住団地、
牛久駅西ニュータウン
③ 要援護者支援体制の確立、防犯防災組織
の支援（市総合防災訓練への協力）、牛久小
学校との連携（ぼうさい探検隊等）　ほか

①向台小学校区地区社協
②南部、向台、緑ケ丘、東区、みどり野、東みどり野
③ 向台ふれあいフェスティバルの開催、防犯防災シール
の各戸配布、地区全域の防災マップ作成の検討　ほか

①中根小学校区地区社協
② 栄西、猪子、むつみ、一厚東、一厚西、下根、大中、
竹の台、ひたち野、びゅうパルクひたち野、ひたち
野東

③  11 行政区を横断した住民交流、中根小学校との交
流事業、支援を必要とする人の見守り　ほか

①岡田小学校区地区社協
② 栄町、下根ケ丘、東下根、東岡見、上柏田、中柏田、下柏田、松ケ丘、
上太田、岡見、第八岡見、上池台

③見守り体制づくり勉強会開催、すまいるサポーター組織化　ほか

①奥野小地区社協
② 小坂、小坂団地、向原、奥原、中央、大和田、久野、報徳、島田、
正直、井ノ岡、桂
③ 耕作放棄地活用（農業体験ファームゆめ運営）、秋そば収穫祭、
結婚相談ふれあいサポートセンターの運営　ほか

①神谷小学校区地区社協
②栄東、神谷、かわはら台、柏田台、女化、女化西
③ 要援護者・高齢者の支援体制の充実、ふれあい交流
会開催（グラウンドゴルフ大会）　ほか



牛久ふれあい保育園
奥野さくらふれあい保育園

こども発達支援センター
のぞみ園

知的障害者
デイサービスわくわく

身体障害者
デイサービス

通所介護事業
シルバーウイング

　「じょうぶなからだ、ゆたかなこころ」
を保育目標に掲げ、地域に密着した保育
園運営を目指し、職員一丸となり、心を
込めて日々の保育にあたります。

入浴や食事、体操や動作訓練を兼ねたレク
リエーション等を行いながら、家庭的で明る
く優しい雰囲気の中で、できるだけで安心し
て過ごしていただけるよう支援をしています。

　発達にご心配のある乳幼児期のお子さんに対
して、小集団や個別でのかかわりを通して、発

達を促すお手伝いをしています。親
子で通っていただき、楽しい遊びや
活動の中で、お子さんの力を伸ばし
ます。

　知的に障がいのある方に対して、作業や生活
訓練、創作活動等を行い、本人の自立に向けて
の支援をしています。
　また、余暇活動として、カラオケやダンス、
野外活動、クリスマス会などの行事をみなさん
　　　と一緒に行っています。

　身体に障がいのある方に対して、その方に合
わせたリハビリなどの訓練活動や陶芸・籐細工
活動などの生きがい活動を通して、より自立し
た日常生活を送れるよう支援をしています。

　牛久市社会福祉協議会では、子育て支援から介護保険サービスまで、幅広く福祉の事業を行っ

ています。地域とのつながり、世代を越えたつながり、障がいを越えたつながり、いろいろなつ

ながりを大切にしながら、赤ちゃんからおじいちゃん・おばあちゃんまでみんなの笑顔の花が咲

くように、必要なサービスを提供していきます。

夏祭り

陶芸活動屋外活動　バーベキューパン作り屋外活動
大洗水族館個別指導

元気いっぱい、保育園の子どもたち

小集団指導

屋外活動
フラワーパーク
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牛久市社会福祉協議会牛久市社会福祉協議会

サービス紹介サービス紹介
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　牛久市社会福祉協議会では、高齢の方、障がいのある方、子育て中の方など、誰もが住みなれたところで、
安心して、楽しく暮らしていける「まちづくり」を目指して、ふれあいサロン活動を応援しています。
　ふれあいサロンは、地域の皆さんが主体となって、自分たちの身近なところで趣味活動・体操・茶話会
などを通して楽しく仲間づくりをする「交流の場」です。

　現在市内には 64ヵ所のふれあいサロンがあり、まちづくりや
仲間づくりのために様々な活動をしています。ふれあいサロンに
参加したい方、興味のある方など、いつでもお気軽にお問い合わ
せください。
【お問い合わせ】
　社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　地域福祉担当
　　　電話８７１－１２９５　ＦＡＸ８７１－１２９６

■赤い羽根共同募金（12月1日～1月31日）
・戸別募金（497世帯） 238,600円
・学校募金 107,236円
・募金箱 26,558円
　11月末日までの戸別募金（17,151世帯）など
の募金8,627,060円に上記金額を
加えた総額は、8,999,454円とな
りました。

■歳末たすけあい募金（12月1日～1月31日）
・戸別募金（519世帯） 161,100円
・牛久市佛教会 295,852円
・山﨑武治 70,000円
・ガールスカウト
　　　日本連盟茨城県第27団 10,000円
　11月末日までの戸別募金（17,280世帯）など
の募金5,352,903円に上記金額を加えた総額は、
5,889,855円となりました。

　知的障害者デイサービス「わくわく」のパンクッキーの店「す
まいる」では、牛久市産小麦粉『ゆめかおり』を使ってパンを作っ
ています。作ったパンは市内の児童クラブや保育園のみなさんに
食べて頂いています。
　また、毎週金曜日 11：30～ 12：30に市役
所ロビーで販売しています。市役所にお越しの
際にはぜひお立ち寄りください。
　おいしいパンと笑顔でみなさんをお待ちして
います。

　10月１日から12月 31日まで実施しました、赤い
羽根共同募金運動では、地域の皆様からの温かいご協力
によりまして、たくさんの募金が集まりました。ありが
とうございました。
　集められた募金の約７０％は集めた地域で活用され、
残りの３０％は市町村を超えた広域的な課題を解決する
ための活動や、大規模な災害が起こったときの備えとし
て、「災害準備金」として積み立てられています。

地域の皆様の善意に感謝いたします。ご協力ありがとうございました。

　牛久市では、地域福祉の課題を解決していくために
小学校区毎に行われている「地区社会福祉協議会」へ
の活動支援や、高齢者や子育て中のお母さんの集いの
場として広がりを見せている「ふれあいサロン」の活
動費など幅広く活用させていただいております。
　今後とも、赤い羽根共同募金運動へのご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

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。

（平成25年 12月～平成26年１月）

　12月 

・牛久愛和総合病院 100,000 円

・岡田地域女性団体

 タオル 30枚、てぬぐい 16枚、10,000 円

・西野玲子 10,000 円

・新華扇流一門会 37,000 円

・NPO法人月曜クラブ 菓子 60本

 ミネラルウォーター 48本 

・匿名 米 30kg

・家庭倫理の会牛久龍ヶ崎 10,000 円

・匿名  3,160 円 

・健康ヨガ 10,000 円

・主任児童委員連絡会 クリスマスプレゼント

・（株）ヒュリカ 20,000 円

 古切手、手帳

 　1月

・やどかり介護・歩む観光タクシー 1,000 円

・NPO法人月曜クラブ 菓子 60本

 ミネラルウォーター 48本

・牛久市レクリエーション協会 20,000 円

・宮本玲峰 5,000 円

（敬称略）



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 

牛久市役所分庁舎 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

〒300-1221 茨城県牛久市牛久町280番地
 エスカード牛久1F
　牛久ふれあい保育園 牛久駅前分園
 電話（029）８７１－６１１５
 FAX（029）８７１－６１１８

「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

電話 0120-8
は な し

74-1
いいGO

15（※通話料無料24時間365日対応）

【お問い合わせ】　　　牛久市地域包括支援センター（市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　電話８７８－５０５０　ＦＡＸ８７１－０５４０

まずは、

『牛久市成年後見サポートセンター』へ
ご相談ください

【お問い合わせ】
　牛久市成年後見サポートセンター
　電　話　８７１－１２９５　
　ＦＡＸ　８７１－１２９６

施設入所や福祉サ
ービスの契約内容
が理解できない

知的障がいのある
子どもの将来がと
ても不安だ

大切な書類をなくし
たり、どこにしまっ
たかわからなくなる

離れて暮らす認知
症の親が心配であ
る

お金を計画的に使
えず、財産管理が
できない

成年後見制度につ
いて詳しく知りた
い

銀行から『後見人
が必要だ』と言わ
れてしまった

成年後見制度の申
立て手続きがよく
わからない

○例えば…
・介護の相談をしたいが、どこに相談したらよいかわからない
・一人暮らしをしている親が気がかり
・介護に疲れて、イライラしてしまう
・家の近くに楽しく集えるような場所はありますか

　 　高齢者の生活上の不安や、ご家族の介護の悩みなど、お困りのことが
　ありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

『困ったなぁ』『困ったなぁ』にお答えします！〝高齢者あんしん電話〟〝高齢者あんしん電話〟

困っていることや悩んでいることはありませんか。地域包括支援センターでは、

高齢者の方々が安心して暮らせるよう、さまざまな相談を受け付けています。

牛久市成年後見サポートセンター牛久市成年後見サポートセンター
安心した安心した

生活のため
に

生活のため
に

こんなことでお困りではありませんか？こんなことでお困りではありませんか？


