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元気がいっぱい！元気がいっぱい！
～今年も人と人とのつながりを大切に～今年も人と人とのつながりを大切に

まちづくりに取り組みます～まちづくりに取り組みます～
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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２７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、少子超高齢社会に直面する今、日々の生活の中で起こ
る生活課題や福祉課題も複雑に、また多様化しており、不安を
抱えている方も多くいらっしゃいます。
　当市は、ひたち野うしく駅周辺を中心に、子育て支援が必要
な方々が多く、住民の相互援助活動として、保育や家事援助を
行うファミリーサポート事業や、牛久ふれあい保育園【向台小
学校内】、奥野さくらふれあい保育園【奥野小学校内】に続き、小学校と連携した三つ目の保育園
として、（仮称）上町ふれあい保育園【牛久小学校内】の開園準備など、子育て支援事業にもさら
に力を入れてまいります。
　また、高齢者支援としては、医療や介護を必要とする方がますます増え、現在の公的な介護サー
ビスだけでは対応しきれない状況に備えるため、介護保険制度が今年大幅に改正される予定であ
ります。
　当会といたしましても、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターの充実はもとより、
認知症高齢者や障害者の方々の自立生活を支援する成年後見サポートセンターの拡充を図り、市
民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。
　また、８つの小学校区に設立された「地区社会福祉協議会 ( 略称：地区社協 )」の活動を積極的
に支援し、地域コミュニティの活性化と合わせ、住民同士が共に支え合い助け合える地域づくり
に取り組みます。
　当会は、人や地域のつながりを大切にし、だれもが幸せに暮らすことができるまちづくりを進
めてまいりますので、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。

新 年 の ご あ い さ つ

『人がつながり、支え合うまちづくりを目指して』

社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会
会　長　池　邉　勝　幸

　10月 18日（土）に、牛久ふれあい保育園、奥野
さくらふれあい保育園の運動会を行いました。
　奥野さくらふれあい保育園では、園児による競技
や種目と合わせて、園児と一緒に奥野小地区社協の
皆様にも種目にご参加いただきました。
　保育園の中だけでなく、地域ぐるみで子どもの成
長が見守れるようなあたたかい地域づくりに、保育
園としても関わっていただけるよう地域に開かれた
保育園を目指していきます。

　ファミリーサポート事業は、安心して子育てができる
地域づくりを図るため、ご家庭でお子さまの面倒が見る
ことができないときなどに、保育や産前産後の家事援助
など、子育てをサポートする会員方式の在宅福祉サービ
スです。
　市内にお住いの 0歳児 ( 首が座ってから )～小学校 6
年生までのお子さまのいる家庭、また妊婦の方が対象で、
利用料は 30分 300 円です。
　また、サポートに協力くださる方も募集しています。
　皆様のご利用、ご協力をお願いいたします。

　平成 27年 4月から、牛久小学校内に「(仮称 ) 上町ふれあい保育園」が開園します。小学校内に併設
される保育園は当会が運営する保育園として、向台小、奥野小に続いてこれで 3園になります。

　「（仮称）上町ふれあい保育園」は、0歳から 5歳児までの定
員 130 名を予定しています。
　小学校内に併設されることで、児童との交流も盛んに行われ、
保育園から小学校へスムーズな移行につながります。また、交
流を持つことで児童も小さな園児に対する思いやりの心が育ち
ます。市内待機児童の解消と、働く世代をサポートしていきます。
　ご入園を希望される方は、牛久市役所保育園課で受付してお
ります。

保育園運動会に地域の方も一緒に参加

地域で支え合う　ファミリーサポート事業

（仮称）上町ふれあい保育園が開園します

広がれ の輪子育て
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　10月 1日から 12 月 31 日までの 3か月にわたり「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに、地域
の皆様やボランティアの皆様にご協力をいただき、赤い羽根共同募金運動を実施しました。
　皆様からの温かい善意に、心より感謝いたします。ありがとうございます。

　集められた赤い羽根共同募金の多くは、牛久市で行われている様々な地域福祉活動のために活用されます。
歳末たすけあい募金は、市内にお住まいで生活にお困りの世帯へ見舞金としてお届けいたします。ご協力あ
りがとうございました。

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

総額 8,911,976 円

総額 5,692,991 円

（平成 26年 12月 11日現在）

（平成 26年 12月 11日現在）

世帯を対象とした「戸別募金」

「イベント募金」
Ｗａｉワイまつり・幸せ見本市

福祉教育を目的とした
「学校募金」

世帯を対象とした「戸別募金」

8,456,793 円（17,378 世帯）

40,699 円

5,380,262 円（17,509 世帯）

駅前での ｢街頭募金｣

そのほか

149,768 円

167,806 円

店舗のご協力による ｢店頭募金｣

そのほか

21,702 円

●家庭倫理の会牛久・竜ヶ崎様
11,300 円

●職域募金、募金箱
63,908 円

●グループ麦わら帽子様
10,000 円

●牛久市仏教会様
302,729 円

赤い羽根募金
共同募金

《お詫び》
9 月 1日発行の広報誌No.106 号、法人会員の記事において誤りがありました。
岡見町　「忠人会　岡見第一医院」は、正しくは「忠仁会　岡見第一医院」です。
以上のように訂正し、ここに謹んでお詫び申し上げます。

・荒川沖ハイヤー㈱牛久営業所 様 （平成26年8月～11月末）
平成26年度社協会員会費のご協力、ありがとうございました

7 月 ダンスサークル萌 20,000 円
匿名 幼児向けＣＤ １０月
8月 小坂団地サロン「和」 雑巾 50枚
㈲美都和 18,000 円 匿名 タンバリン、マラカス
匿名 10,437 円 ㈱やどかり介護 歩む 1,000 円
㈱国分建設 22,800 円 牛久ロータリークラブ社会奉仕委員会

救急ボトル 500 本
やどかり介護 歩む観光タクシー 1,000 円 東京ガス㈱常総支社 膝掛け 528 枚
高宮岳夫　　子供用自転車、スクーター、子供用イス １１月
匿名 ミルク 家庭倫理の会牛久・龍ヶ崎 5,000 円
女化西シニアクラブ・青少年育成女化西支部　雑巾 100 枚 ㈱やどかり介護 歩む 1,000 円
山越広治 歩行機 アリスカラオケスタジオ 15,716 円
９月 山本昇次郎 未使用切手 62円 800 枚
匿名 バンボ、バウンサー レインボーグループ バスタオル 60枚
匿名 おむつ 沼尻ゆりか 絵本、玩具
鈴木ウシノ 1,000 円 牛久福音キリスト教会 9,000 円
牛久市レクリエーション協会 20,000 円 佐々木 祐 ドライヤー
岡田地区スポーツ交流会 10,679 円 岡田地域女性団体　　タオル 30枚、バスタオル１枚
田宮シニアクラブ 4,637 円 牛久市地域女性団体女化支部

クリスマスプレゼント用の飾り物
㈱やどかり介護 歩む 1,000 円 （敬称略）

心のこもった善意ありがとうございました
（平成 26年 7月～ 11月）

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。

　去る１２月２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、
錫杖の音を響かせながら、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。
　皆様から頂戴した貴重な浄財は、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。

牛久市仏教会による「歳末たすけあい托鉢行脚」牛久市仏教会による「歳末たすけあい托鉢行脚」
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　乳幼児期のお子さんのための療育施設です。
　楽しく遊びながら、お子さんの力を伸ばし
ます。
　ことばが遅い、落ち着きがないなど、お子
さんの発達で気になることがあれば、お気軽
にご相談ください。

　身体に障がいのある方が、継続した運
動やリハビリを行うことができるととも
に、生きがいをもって、毎日を楽しく生
活できるように、陶芸や籐細工、パソコ
ン教室、絵画教室等の趣味活動を行って
います。

　知的障がいのある方が日中活動を行っ
ている施設です。楽しく、充実した毎日
を送れるよう、作業（パン・クッキー製
造など）や生活する上で必要な訓練、創
作活動、レクリエーション、野外活動等
を行っています。

　電　話：029-870-4320
　ＦＡＸ：029-870-4350

　電　話：029-871-4384
　ＦＡＸ：029-871-4360

電　話：029-871-4384
ＦＡＸ：029-871-4360

こども発達支援センターのぞみ園

身体障害者デイサービス

知的障害者デイサービスわくわく

小集団指導

手作りパンの販売

リハビリ

個別指導

野外活動（千葉動物公園）

創作活動（陶芸・籐細工）

障 が い 通 所 サ ー ビ ス 紹 介
　当会では、子育て中の方や障がいのある方が安心した生活につながるように、専門員による相談や障がい
の特性に合わせて、様々な事業を展開しています。

お買い上げありがとう
ございます。

やりたいことを一緒に
見つけましょう！

みんなで楽しく
運動できます！

先生見て見て！
できたよ！

上手に踊れる
かな？

 

　去る、11月 1日（土）、牛久市総合福祉センターを会場に、「牛久市合同金婚式」を開催いたしました。
　あいにくの雨模様となりましたが、今年度該当された 299 組の
ご夫妻のうち 87組の皆様のご出席をいただきました。
　当日は、金婚式の記念として、お二人での写真撮影のほか、歓
迎アトラクションとして吹奏楽や牛久相撲甚句の会によるお祝い
の相撲甚句が披露されました。

　式典では、出席者を代
表して、大和田孝・美智
子様ご夫妻が褒状と記念
品を授受され、駒沢五郎・
菊江様ご夫妻が「自分でできることはなるべく人に頼らず、少し
でもいい、社会や人のために、何事かできるそのような自分であ
りたい。」と、謝辞を述べられました。
　金婚を迎えられた皆様には、ご多幸とご健康を心よりご祈念申
し上げます。
　おめでとうございました。

　成年後見制度は、認知症高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方の財産管理や身上監護
を本人に代わって法的に権限を与えられた後見人等が行い、本人が安心して生活できるよう支援する
制度です。
　牛久市成年後見サポートセンターでは、成年後見制度の利用に関する相談や成年後見制度の申立て
支援など、ご本人様の安心した生活に向けてご家族やご親族はもちろん、関係機関の皆様からのご相
談をお受けいたします。

二人三脚で共に歩んだ 50年
～　牛久市合同金婚式　～

問い合わせ先 牛久市成年後見サポートセンター　電話：871-1295　ＦＡＸ：871-1296

まず、お気軽にお電話ください !!

～安心した生活に向けて～　成年後見制度

相 談 時 間 相 談 方 法

月曜日から土曜日まで
（祝日・年末年始は

除きます）
８：30～17：30

電話または対面相談
（対面によるご相談は

あらかじめ
ご連絡ください）



平成26年度　牛久市社会福祉大会

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。

　当会は、一人の不幸も見逃さない地域づくりを目指し、今後より一層市民の皆様の理解を深め、協働によ
る支え合いのまちづくりを進めていく契機として、牛久市社会福祉大会を開催いたします。皆様お誘い合わ
せのうえ、ぜひご来場ください。

日 時

会 場

内 容

平成27年３月７日（土）13:00～ 16:00

中央生涯学習センター　文化ホール

第１部　式典　顕彰行事
第２部　席上揮毫・記念講演

●金澤泰子さん（記念講演）

●金澤翔子さん（席上揮毫）

１９４３年生まれ。明治大学卒業。書家の柳田泰雲・泰山に師事。
１９９０年東京大田区に「久が原書道教室」を開設。著書に「愛にはじまる」(ビジネス社 )、
「天使の正体」「天使がこの世に降り立てば」(共にかまくら春秋社 )、「翔子の書」(大和書房 )、
「涙の般若心経」(世界文化社 )、その他多数。久が原書道教室主宰。東京芸術大学評議員。

１９８５年東京都目黒区に生まれる。５歳で、母の師事で書を始める。
２００５年銀座書廊で個展。２００９年鎌倉建長寺、京都建仁寺で個展開催（以後毎年開催）
２０１１年奈良東大寺で個展開催。福島に「金澤翔子美術館」を開設。２０１２年ＮＨＫ大
河ドラマ「平清盛」揮毫。2013年銀座に「銀座金澤翔子美術館」を開設。平泉中尊寺で個展。
熊野大社厳島神社で奉納の揮毫。国体の開会式で揮毫。天皇の御製を揮毫。２０１４年「別
冊太陽」平凡社から発刊。山寺に「金澤翔子記念館」を開設。

12：30開場　＊入場無料

牛久市柏田町1606番地１

～ダウン症の娘
こ

と共に生きて～

主催：牛久市社会福祉協議会
共催：茨城県南人権啓発活動ネットワーク協議会
後援：牛久市・牛久市教育委員会


