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牛久市牛久市社会福祉協議会社会福祉協議会実施事業実施事業

その人らしい生き方を支援するその人らしい生き方を支援する
・合同金婚式の開催
・子育て情報プラザの開催
・介護者リフレッシュ事業
・絵手紙通信事業
・介護サロンぬくもりの開催
・盛人式の開催
・高齢者いきがい活動
・地区社協リーダー研修
・一家にひとり地域ヘルパー養成
　研修の実施

役に立つ組織に役に立つ組織に
　　　　　再構築する　　　　　再構築する
　・職員研修
　・法人会費の拡大
　・新規収益事業の企画・開発
　・役員会等の開催
　・事務局運営事業
　・広報企画

地域の福祉力を高める地域の福祉力を高める
・地域かわら版促進事業　　　　　　　・地域福祉活動のコーディネート
・「こんにちは！社協です」の発行　　　・地区社協活動支援助成事業
・ホームページによる情報発信　　　　・地区社協支援事業
・牛久市地域福祉活動応援委員会　　　・認知症の人を支えるまちづくり事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・福祉委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地域福祉活動助成事業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・牛久市いきがいサポート協働事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ふれあいサロン活動の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・有償在宅福祉サービス事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ファミリーサポートセンター事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・重度身体障害者移送サービス事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・高齢者福祉移送サービスモデル事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ボランティア・市民活動センターの運営

地域住民の地域住民の
生活課題を解決する生活課題を解決する
　・総合相談
　　「あんしんホットライン」の運営
　・居宅介護支援事業
　・地域包括支援センター事業
　・訪問調査事業
　・地域ケアシステム推進事業
　・要援護者台帳整備事業
　・障害者相談支援事業
　・福祉サービス利用援助事業　　　　・訪問介護事業
　・成年後見サポートセンター事業　　・知的障害者デイサービス事業
　・小口資金貸付事業　　　　　　　　・身体障害者デイサービス事業
　・生活福祉資金貸付の事務事業　　　・こども発達支援センター事業
　・歳末たすけ合い配分事業　　　　　・保育園事業
　・通所介護事業　　　　　　　　　　・福祉タクシー利用料金助成事業
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◆ 6月は社会福祉協議会会員募集月間です ◆◆ 6月は社会福祉協議会会員募集月間です ◆
　社協は、市民の皆様に会員として加入していただく会員制をとっており、皆様からの会費
は、主に「ボランティア・市民活動センター事業」などの社協の自主事業の推進、また地域福
祉活動計画「みんなの幸せづくり計画」に基づく住民参加
による福祉活動の推進等に活用されています。
　わたしたちの住む牛久市を誰もが住みよいふくしのまち
にするために、ひとりでも多くの方の会員参加をよろしく
お願いいたします。

会費額
・一般会員
　（１世帯あたり）…  500円
・特別会員…………… 1,000円
・法人会員………… 10,000円

盛　人　
式

盛　人　
式

認知症サ
ポーター

養成講座

認知症サ
ポーター

養成講座

社協広報
紙

社協広報
紙

老人デイ
の夏祭り

老人デイ
の夏祭り

平成２６年度平成２６年度
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平成26年度　社協年間行事予定平成26年度　社協年間行事予定

４月 保育園　入園式　（4/5）保育園　入園式　（4/5）
（牛久ふれあい保育園・奥野さくらふれあい保育園）（牛久ふれあい保育園・奥野さくらふれあい保育園）

５月
生きがい教室・前期スタート（～ 3月まで）生きがい教室・前期スタート（～ 3月まで）
シニア連スポーツ大会（5/8）シニア連スポーツ大会（5/8）
老人と集う三世代の広場（5/24）老人と集う三世代の広場（5/24）

６月
社協会員募集月間（6/1 ～ 6/30）
一家にひとり地域ヘルパー養成研修（6/7 ～ 8/23）
社協広報紙発行（6/1 号）

７月 盛人式（7/2）
ファミリーサポート協力会員養成研修（7月末）

８月 小学生ボランティア体験広場（予定）
NPO入門講座（予定）

９月
生きがい教室・後期スタート（～ 3月まで）生きがい教室・後期スタート（～ 3月まで）
ボランティアリーダー研修（9/6）
社協広報紙発行（9/1 号）

１月 社協広報紙発行（1/1 号）
地区社協リーダー研修（1月末）

２月 成年後見制度講演会（予定）
災害ボランティアセンター立上げ訓練（予定）

３月
社会福祉大会（3/7）社会福祉大会（3/7）
保育園　卒園式（予定）保育園　卒園式（予定）
社協広報紙発行（3/1 号）社協広報紙発行（3/1 号）

１０月
赤い羽根共同募金運動（10/1 ～）
保育園　運動会（予定）
介護者リフレッシュ事業（予定）

１１月 合同金婚式（11/1）
ファミリーサポート協力会員養成研修（11月末）

１２月 歳末たすけあい運動（12/1 ～ 12/31）

通年行事
子育て情報プラザ ami（毎月 1回）
介護サロンぬくもり（毎月 10日）
はじめてボランティア・市民活動講座（毎月第 4木曜日）

保育園入園式

赤い羽根共同募金運動街頭募金

保育園卒園式

小学生ボランティア体験広場

　当会では、高齢の方、子育て中の方、また地域の皆さんが、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、地域の交流の場である「ふれあいサロン」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り、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場で、市内では６４ヵ所（子育て１０、高齢者１４、
区民交流４０）のサロンが活動を行っています。
　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。

♪ ふれあいサロン ♪♪ ふれあいサロン ♪

声を出したり、体を動か
したり、動きが難しいと
ころも楽しみながら体操
をしています。

サロンの日は、みんなと会
えるのが楽しみで、前日か
ら心待ちにしています。みんなみんなのの声声

子育てサロン

区民交流サロン

高齢者サロン

〰〰 お近くのサロンへ 〰〰
みなさんもご参加ください !!

サロンに来たお母さん同士で
子育ての情報交換が出来る
し、友達もできて嬉しいです。

少子化がストップ!
　当市では、近年子ども
たちの人口が増加してお
り、子育て支援がとても
必要です。
　皆様も、身近な地域で
の子育てサロ
ン活動に、ぜ
ひご協力をお
願いいたしま
す。
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【お問い合わせ】　牛久市シニアクラブ連合会事務局（牛久市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　TEL　029-871-1295

　当センターは、ボランティア活動や市民活動を幅広く支援する施設として、情報提供やボランティ
ア活動のコーディネート、またボランティア団体等との協働活動等を展開しながら、気軽にご利用
いただけるセンターを目指しています。
　皆様にご利用いただけるスペースがあり、毎月約 950 名の方々にセ
ンターをご利用いただいております。ぜひ、皆様の日々の活動にご活
用ください。
　利用方法など、ご不明な点がありましたら、ボランティアコーディ
ネーターまで、お気軽にお問い合わせください。

　シニアクラブとは、長い人生で得た知識と経験を活かして、自らの生活と自分たちの暮らす地
域を豊かで明るいものとすることを目的に、生きがい・仲間・健康づくりや様々な社会活動に取
り組んでいる高齢者の自主的な集まりです。
　現在牛久市では、45 の地域にシニアクラブがあり、皆さ
んスポーツや研修旅行など、日々楽しくいきいきと活動され
ています。
　牛久市シニアクラブ連合会では、そのようなシニアクラブ
の活動の支援を行っています。また、シニアクラブ同士の親
睦・交流を図るための各種行事も開催しています。スポーツ
大会や三世代の広場（運動会）・シニアクラブ大会など、皆
さんの笑顔で溢れています。
　ぜひ、興味のある方は、シニアクラブで仲間づくりに参加
してみませんか？
　お住まいの地区のクラブが分からない方は、牛久市シニアクラブ連合会事務局まで、お気軽に
お問い合わせください。

◆場　　　所　　牛久市役所分庁舎１階（本庁舎側入口すぐ）
◆開　館　日　　月曜～日曜日
　　　　　　　　　＊祝日及び年末年始 12月 30日～ 1月 3日は休館です。
　　　　　　　　　＊施設の保守点検等のために、臨時休館になる場合があります。
◆開 館 時 間　　月～土曜日　9：00～ 20：00　　＊ 17:30 ～ 20:00 は予約制です。
　　　　　　　　日曜日　　　9：00～ 17：00
　　　　　　　　　＊利用日の３ヶ月～１週間前まで受付
◆主 な 活 動
　○相談・紹介　　ボランティア活動を始めたい人の相談
　　　　　　　　　ボランティアを必要とする人や施設のための相談・紹介
　○情 報 提 供　　ボランティア・市民活動団体に関する情報の提供
　○養成 ･研修　　ボランティア・市民活動に関する講座、研修会の開催
　○活動の援助　　各種機材等の貸出、懇談・作業スペースの貸出
　○ボランティア保険の加入　など

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。

2 月 匿名 雑巾 26枚
匿名
 おもちゃ（乳幼児用遊具７個 ･ボール 1個）

茨城県退職公務員連盟牛久茎崎支部
 タオル 1,300 本

やどかり介護　歩む観光タクシー 1,000 円 やどかり介護　歩む観光タクシー 1,000 円
飯塚冨夫 軍手 100 双 匿名 商品券（10,000 円分）
女化西シニアクラブ 雑巾 100 枚 NPO法人月曜クラブ ミネラルウォーター 24本
NPO法人月曜クラブ 菓子 60本
 ミネラルウォーター 48本、雑誌 12冊

みどり野ボランティアの会 3,254 円
 雑巾 120 枚・アクリルたわし 11枚

3 月 匿名 介助用食器・子供用車椅子
土浦友の会 5,000 円 4 月
タカシサイトウギャラリー 49,760 円 ダンスサークル萌 20,000 円
猪子あゆみ会 6,000 円 やどかり介護　歩む観光タクシー 1,000 円
（株）筑波クリーン 10,000 円 常陽ボランティア倶楽部 タオル 600 本

（敬称略）

　　　　　　　　　　　　　市民活動センター　　　　　　　　　　　　　市民活動センターようこそ !　　　　　　　・　　　　　　　　　へようこそ !　　　　　　　・　　　　　　　　　へ　　　　　 ボランティア　　　　　 ボランティア

ボラン
ティア

はじめませんか?!
　市民の皆さまのさまざまな「困ったなぁ」という声に応えるため、コーディネーターが専門機
関への橋渡しや解決へのお手伝いをします。まずは「あんしんホットライン」へお電話ください。

　☎０１２０－７８３－０１２（通話無料）
　月～土曜日　（祝日は除く）9:00 ～ 17:00
　　＊ただし、携帯電話・インターネット電話からはご利用できません。

～専門相談をご利用ください !! ～　あんしんホットライン　☎0120-783-012で受付します。

◆心配ごと相談
　金銭や家庭内のトラブルなどに関する相談
に、弁護士・司法書士の特別相談員と学識経験
者などの一般相談員が応じます。
　・場　所　市役所分庁舎 1階
　・相談日　毎月 1・2・3・4金曜日の午後
　＊毎月1・15日に電話で予約を受付けします。

◆子育てあれこれ相談
　子育てや女性の悩みなどの相談に応じます。
　・あんしんホットラインで随時受付けします。
◆高齢者に関する相談
　介護上での悩みや不安、高齢者に関する相談
に応じます。
　・あんしんホットラインで随時受付けします。

シニア連スポーツ大会（ペタンク）

牛久市シニ
アクラブ連合会ののいきいきライフ !!いきいきライフ !! 紹介紹介

あんしんホットラインあんしんホットライン
◆◆◆◆◆◆ 困ったときは  困ったときは ◆◆◆◆◆◆

心のこもった善意 心のこもった善意 ありがとうございましたありがとうございました
（平成26年 2月～ 4月）
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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
〒 300-1221 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

〒 300-1214 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
 FAX（029）８７１－４３６０
　障害者相談 電話（029）８７１－１８４１

〒 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

〒 300-1211 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
〒 300-1288 茨城県牛久市久野町 725
 牛久市立奥野小学校内
　奧野さくらふれあい保育園
 電話（029）８７５－００５６
 FAX（029）８７５－０６３０
〒 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。

～牛久市社会福祉協議会  嘱託・臨時・パート職員募集～

勤務先 業　務 職　種 応募資格
（要普通運転免許） 報酬等 勤務形態

地域包括
支援センター

ケア
マネジャー 嘱託 介護支援専門員

有資格者
月額 164,900 円

賞与年 2回、その他手当有
週５日間

（１日８時間）

知的障害者
デイサービス 支援員 臨時

介護福祉士・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

時給 900 円
（月額 144,400 円程度）

週５日間
（１日８時間）

保育園 看護師
臨時

看護師有資格者

時給 1,500 円
（月額 240,000 円程度）

週５日間
（１日８時間）

パート 時給 1,500 円
（月額 96,000 円程度）

週２日間
（１日８時間）

※嘱託職員、臨時職員は社会保険加入
●募 集 人 数：各若干名
●受 付 期 間：随時受付
●待　　　遇：【交通費】自動車などを利用時、距離に応じて支給　【休日】日曜、祝日、年末年始
●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ご持参ください。（郵送不可）
●選 考 方 法：履歴書受付後、日程を調整して面接試験を実施します。
●問い合せ先：牛久市社会福祉協議会　電話 871-1295　※詳細はお問い合わせください。

　茨城県福祉人材センターでは、福祉・介護職場への就労を希望する方等に、就職相談会を開催い
たします。センターの経験豊かな専門相談員が対応いたしますので、お気軽にご参加ください。

◆相談内容
　・求職に関する相談　・福祉の仕事、資格等の相談
◆参加対象
　・福祉の職場に就職を希望する方
　・福祉の職場に関心のある高校生、専門学校生、短大生、大学生の方
　・福祉の仕事、資格取得に関心のある方
　・求人事業所の方
◆相 談 員　・キャリア支援専門員（茨城県福祉人材センター所属）
◆相談方法　・相談無料
　　　　　　・事前予約をお願いいたします。
　〈各相談日の前日までに、茨城県福祉人材センターまで予約願います〉
【相談予約・問合せ】
社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会　茨城県福祉人材センター

TEL 029-244-4544   FAX 029-244-4543

～開催日程～
◎毎月　第2木曜日
　平成26年
　  6月12日（木）  7月10日（木）
　  8月21日（木）  9月11日（木）
　10月  9日（木）11月13日（木）
　12月11日（木）
　平成27年
　  1月  8日（木）  2月12日（木）
　  3月12日（木）

～相談場所～
牛久市社会福祉協議会　相談室

（市役所分庁舎1階　社協事務所隣）
TEL　029-871-1295

福祉・介護職場　　　相談会のご案内　　　　　　　　就職　　　　　　　

お 知 ら せ
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