こん

に

ちは

！

No.109
平成 27 年 6 月 1 日発行

社 協

社 協 広 報 紙

です

編集・発行
社会福祉法人

牛久市社会福祉協議会

https://sites.google.com/site/ushikushakyo/

じょうぶなからだ
ゆたかなこころ

地域ではぐくみます
〜上町ふれあい保育園オープン〜
目次
Ｐ１
Ｐ２〜３
Ｐ４〜５

上町ふれあい保育園
社協保育園特集
社協会員募集 / 事業計画

Ｐ６〜７

Ｐ８

社協行事の年間予定
ボランティア・市民活動センターリニューアル
移送サービス紹介（協力会員募集）
寄付・お知らせ

奥野さくらふれあい保育園

社協のふれあい保育園です

小学校との連携も年々密接になり、行事等で交
流を深めています。

ふれあい保育園では、子どもの健やかな成長と

自然に囲まれてのどかな環境の中、年間を通し

地域や家庭における子育てを支援しています。

て裸足教育を実践し、子どもたちの体力づくりを
保育サービスの充実！

しています。地域の方々の読み聞かせにより、想

子育て支援の拡充！

像力を育む活動にも力を注いでいます。

地域・学校・行政等との連携！
奥野小学校内に併設されています

ともに寄り添い支え合う保育園

地域に根ざした保育園を目指しています！
子育て支援センター

地域と融合した保育園

一人ぼっちのママを作らない！
地区社協の皆さんを
運動会にご招待

地区社協の皆さんが
発表会の衣装を作製
少子化・核家族化の進行などにより、地域のつ
ながりの希薄化が進んでいます。

牛久ふれあい保育園

地域の子育て中の親子サークルを開催

さまざまな体験を通して、豊かな感性と表

一時保育事業を実施

その中で、牛久市社協のふれあい保育園は、子

現力を育み、人を思いやり、仲間を大切にす

育ての拠点として、地域の人々との関わりによっ

る優しさと協調性を育てていきます。

て子どもたちの育ちを支え、地域で育てる環境作
りを進めています。

向台小学校内に併設されています

上町ふれあい保育園
森の保育園というイメージで、大きな緑色
のドーム型の正門が特徴です。幼稚園・小学
校が隣接しており幼保小の交流も密接です。
自然に囲まれた環境の中で子ども達の感性を
育み自立を目指します。

牛久駅前
分園

ひたち野
うしく駅前
分園

牛久小学校内に併設されています
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みんなでつくる
支えあうまちづくり
社会福祉協議会は、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います。
会員の皆様からの会費を財源に、ボラン
ティア・市民活動センターの運営や地域福祉
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を推進し、みんな
で支えあうまちづくりを目指しています。

1 その人らしい生き方を 2 地域住民の生活課題
支援する

を解決する

◆合同金婚式の開催

◆総合相談「あんしんホットライン」の運営

◆盛人式の開催

◆居宅介護支援・訪問介護・通所介護事業

◆高齢者いきがい活動

◆地域包括支援センター事業・訪問調査事業

◆地区社協リーダー研修

◆自立相談支援事業（新規）

◆介護者リフレッシュ事業

◆地域ケアシステム推進事業

◆介護サロンぬくもりの開催

◆要援護者台帳整備事業

◆絵手紙通信事業

◆障害者相談支援事業

◆一家にひとり地域ヘルパー養成研修の実施

◆福祉サービス利用援助事業
◆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 わくわく

6 月は社協会員募集月間です
皆様のご協力をお願いします

◆身体障害者デイサービス事業
◆こども発達支援センター のぞみ園
◆放課後等デイサービス事業

社会福祉協議会 ( 略称：社協 ) とは

社協会員とは

社協は、誰もが安心して幸せに暮らせるまち

市民の皆様、法人・事業者の皆様に会費を納

づくりを目指して、地域の皆様と一緒に福祉活

めていただき、社協の地域福祉事業を支えてい

動を進める民間の福祉団体です。

ただいております。

地区社協、ボランティア、福祉施設、住民の

地域福祉を進める活動資金の多くは、会費や

皆様の活動と連携・協働し、地域に密着したさ

募金など皆様からの温かい善意で賄われてお

まざまな地域福祉を推進しています。

り、活動の原動力となっています。

成年後見制度講演会

3 地域の

福祉力を高める

平成 27 年度
牛久市
社会福祉協議会
実施事業

（新規）
◆ふれあい保育園事業

4 役に立つ
組織に

わたしたちの住む牛久を、誰もが住みよいふ

平成 26 年度の会員数は
一般会員

17,589 世帯

特別会員

57 世帯

法人会員

281 社

多くの皆様のご協力をいただき、ありがとう
ございました。今年度もよろしくお願いいたし
ます。

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

◆地区社協活動の支援

再構築する

◆牛久市地域福祉活動計画の改訂
◆ボランティア・市民活動センターの運営

◆職員研修

◆ふれあいサロン活動の推進

◆新規事業の企画・開発

◆牛久市いきがいサポート協働事業

◆事務局運営事業

◆有償在宅福祉サービス事業

◆広報企画

◆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
◆高齢者移送サービスモデル事業
◆認知症の人を支えるまちづくり事業
◆地域福祉活動助成事業

〜

平成 27 年度の重点事業

〜

◆福祉委員会
◆地域かわら版促進事業

●ファミリーサポート事業や上町ふれあい保育園の開園など子育て支援を充実します。

◆「こんにちは！社協です」の発行

●地域包括支援センターや成年後見サポートセンターの拡充を図ります。

◆ホームページによる情報発信

小学生ボランティア体験広場

●地区社協活動を積極的に支援し地域コミュニティを活性化します。
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平成 27 年度

この４月、もっと市民の皆様に気軽にお越しいただくため、受付カウンター等を一新し、部屋全体を明るく、

４月

保育園

５月

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（5/14）
老人と集う三世代の広場（5/23）

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
（6/6 〜 8/23）
盛人式（6/13）
社協広報紙発行（6/1 号）

入園式

７月

移送サービス協力会員養成研修（7/6）
夏祭り（上町ふれあい保育園 7/11）

８月

夏祭り（奥野さくらふれあい保育園 8/1
牛久ふれあい保育園 8/8）
小学生ボランティア体験広場（予定）
NPO 入門講座（予定）

９月

ボランティア・市民活動センターをリニューアル‼

年間行事予定

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（予定）
社協広報紙発行（9/1 号）

印刷作業など利用しやすいレイアウトにリニューアルしました。

通年行事

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

介護サロンぬくもり 〔毎月 10 日〕
はじめてボランティア講座
〔毎月第 4 木曜日〕

10 月

赤い羽根共同募金運動（10/1 〜）
保育園 運動会（10/17）
奥野さくらふれあい保育園
リンゴ狩り（10/21）

11 月

合同金婚式（11/8）
ファミリーサポート協力会員
養成研修（予定）

12 月

歳末たすけあい運動（12/1 〜 12/31）

１月

社協広報紙発行（1/1 号）

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
立ち上げ訓練（予定）

３月

保育園 卒園式（予定）
社協広報紙発行（3/1 号）

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行っています。
ボランティアコーディネーターが常駐し、ボランティアに関心のある方、ボランティアを必要としている
方などのご相談に応じています。
すでにボランティア活動している方や、ボランティア団体等の支援も行っています。
皆様、ぜひ一度お越しください‼

はじめてボランティア講座
ボランティア・市民活動に興味や関心の
ある方。何か新しいことを始めてみたい方。
ぜひ講座にご参加ください。ボランティア
コーディネーターが、一人ひとりのお話し
を伺い、皆様に合った活動を一緒にお探し
します。参加費は無料です。
◆日時 6/25（木）、7/23（木）10:00 〜 12:00
◆場所 ボランティア・市民活動センター
（市役所分庁舎１階）
◆内容 ボランティアの説明、活動につい
てのお話し、個別相談など
【問合せ】
牛久市ボランティア・市民活動センター
電話 870-1001

コーディネーターがお待ちしています！

重度身体障害者・高齢者移送サービスモデル事業活動紹介
身体上の理由等により歩行が困難な方、バス・タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者

協力会員：入沢智人さん
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協力会員紹介

職場と家の往復で地域のことを全く

買い物のための外出支援

知 ら な い 生 活 で し た︒ 今 は︑ 人 と の

活動例

出会いがとても楽しいです︒

の移動支援を行う、会員方式の有償在宅サービスです。

移送サービスの協力会員（ドライバー）を募集中です
移送サービス協力会員養成研修
日

時

平成 27 年 7 月 6 日（月）13:00 〜 16:30

場

所

市役所分庁舎

ボランティア・市民活動センター懇談スペース

あなたも協力
会員になりま
せんか

対象者 ・市内在住で、普通自動車運転免許取得後 3 年以上経過され
【問い合わせ】

ている方で、この事業の主旨を理解し協力いただける方
内

容

申込み

・概ね６５歳までの方

牛久市社会福祉協議会

・講義「高齢者・障害者に対する理解」

電

・演習「車イス等の操作・利用者への介助方法」等

ＦＡＸ ８７１−１２９６

話 ８７１−１２９５

６月 29 日（月）までに電話あるいは直接お申し込みください

協力会員：菊川龍治さん
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心のこもった善意ありがとうございました
（平成 27 年 2 月〜平成 27 年 3 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
２月

３月

ＮＰＯ法人月曜クラブ

教材雑誌 12 冊 匿

土浦友の会牛久支部

ぬいぐるみ 7 個

5,000 円 タカシサイトウギャラリー

女化西シニアクラブ新和会

雑巾 100 枚 匿

㈱筑波クリーン
サロン和

名
名

幼児遊具

10,000 円 ㈱やどかり介護・歩む

1,000 円

手作りストラップ、根付 うしく現代美術展実行委員会

㈱やどかり介護・歩む

1,000 円 匿名

うしく現代美術展実行委員会

55,480 円

6,012 円
ズボン 2 着

71,088 円 佐野安代

2,000 円

ダンスサークル萌

20,000 円

茨城県退職公務員連盟牛久茎崎支部

タオル 868 本
（敬称略）

福祉・介護

就職相談会のご案内

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。
〜開催日程〜
◎毎月 第 2 木曜日（13：30 〜 15：30）
平成 27 年
6 月 11 日（木） 、 7 月 9 日（木）
8 月 20 日（木） 、 9 月 10 日（木）
10 月 8 日（木） 、11 月 12 日（木）
12 月 10 日（木）
平成 28 年
1 月 14 日（木） 、 2 月 18 日（木）
3 月 10 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

社会福祉法人
〒 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
FAX（029）８７１−４３６０
障害者相談 電話（029）８７１−１８４１
FAX（029）８７１−１８４１

◆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

牛久市社会福祉協議会

「社協」は
社会福祉協議会の略称です。

〒 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 番地
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 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

〒 300-1221 茨城県牛久市牛久町 2619 番地
牛久市立牛久小学校内
上町ふれあい保育園
電話（029）８７２−０３５８
FAX（029）８７１−１７１３

〒 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 1 丁目 33 番地 6
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
上町ふれあい保育園牛久駅前分園
電話（029）８７１−６１１５
FAX（029）８７１−６１１８

