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子育てから
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社協は暮らしを
お手伝いします
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　社協は、誰もが安心して幸せに暮らせるまちづ
くりを目指して、地域の皆様と一緒に福祉活動を
進める民間の福祉団体です。
　地区社協、ボランティア、福祉施設、住民の皆
様の活動と連携・協働し、地域に密着したさまざ
まな地域福祉を推進しています。

　市民の皆様、法人・事業者の皆様に会費を納め
ていただき、社協の地域福祉事業を支えていただ
いております。
　地域福祉を進める活動資金の多くは、会費や募
金など皆様からの温かい善意で賄われており、活
動の原動力となっています。
　わたしたちの住む牛久を、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

社会福祉協議会（略称：社協）とは 社協会員とは

　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区社協活動の支援など住民参加による福
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。

～　平成28年度の重点事業　～
●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。
●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。
●ファミリーサポートセンター事業や保育園の運営など子育て支援を充実します。

　多くの皆様にご協力をいただき、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。

平成27年度の会員数は

一般会員 17,170世帯
特別会員 70世帯
法人会員 327社

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

その人らしい生き方を

支援する

◆合同金婚式の開催
◆盛人の集いの開催
◆高齢者いきがい活動
◆地区社協リーダー研修
◆介護者リフレッシュ事業
◆介護サロンぬくもりの開催
◆絵手紙通信事業
◆一家にひとり地域ヘルパー養成研修の実施

地域の福祉力を

高める

◆地区社協活動の支援
◆牛久市地域福祉活動計画の普及啓発
◆ボランティア・市民活動センターの運営
◆ふれあいサロン活動の推進
◆牛久市いきがいサポート協働事業
◆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
◆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
◆福祉委員会　
◆地域かわら版促進事業
◆牛久市社会福祉大会の開催
◆「こんにちは！社協です」の発行
◆ホームページによる情報発信

地域住民の生活課題を

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・訪問介護・通所介護事業
◆地域包括支援センター事業・訪問調査事業
◆自立相談支援事業
◆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
◆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
◆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
◆ふれあい保育園事業

役に立つ組織に

再構築する

◆職員研修
◆新規事業の企画・開発
◆役員会等の開催
◆事務局運営事業
◆広報企画
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平成 28年度社会福祉協議会一般会計資金収支予算

収 入　合計1,224,751千円 支 出　合計1,224,751千円
会費収入 12,150

寄付金収入 2

補助金収入 72,880

共同募金配分金
11,681

受託金
195,293 貸付事業等収入

132

事業利用料 281
介護保険収入
130,249

障がい福祉サービス等
177,892 

保育園運営費
391,319

積立資産取崩収入
14,000

雑収入 3,915

退職手当取崩 5,294
前期末支払
資金残高
209,609

預金利息 54
法人運営事業 98,103

調査企画広報事業
ボランティア
　市民活動センター事業
5,386

共同募金配分金事業
15,905

資金貸付事業
193市受託事業

161,482
福祉サービス
利用援助事業
1,705

成年後見サポート
センター事業
9,809

介護保険事業
103,391

障がい者支援事業
235,384

保育園事業
444,660

当期末支払残
148,733

（単位：千円） （単位：千円）

みんなでつくる
支えあうまちづくり
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～各種専門相談をご利用ください～
【心配ごと相談】　☎0120-783-012
　トラブルに関する相談に、弁護士・司法書士の特別相談員と一般相談員等が応じます。
　◆日時　第 1 ～ 4 金曜日（祝日は前日）午後 1 時～午後 4 時
　◆方法　対面相談
　◆場所　牛久市役所分庁舎 1 階（社会福祉協議会相談室）
　◆受付　毎月 1 日・15 日（日・祝日は翌日）の午前 9 時～正午 

【子育てあれこれ相談】　☎0120-783-012
　子育てなどの相談に、主任児童委員が応じます。
　◆受付　月～土曜日　午前 9 時～午後 5 時に随時受付
　◆方法　相談方法については、お客様の希望により対応いたします。

【高齢者に関する相談】　高齢者あんしん電話　☎0120-874-115
　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。
　◆方法　電話相談、通話無料、24 時間 365 日対応

平成28年度行事予定

社協の各種相談事業
お気軽にご相談ください

4 保育園入園式 (4/2)

5 シニア連スポーツ大会 (5/11)
シニア連三世代の広場 (5/28)

6
社協会員募集月間
一家にひとり地域ヘルパー養成研修
盛人の集い (6/25)

7 上町ふれあい保育園夏祭り (7/9)
奥野さくらふれあい保育園夏祭り (7/23）

8
小学生ボランティア体験広場 (8/2)
牛久ふれあい保育園夏祭り (8/6)
移送サービス協力会員養成研修 (8/29)

9 ボランティアリーダー研修 (9/3)

10
赤い羽根共同募金運動 (10/1 ～ 12/31)
保育園運動会 (10/15)
ファミリーサポート協力会員養成研修

11 合同金婚式 (11/13)

12 歳末たすけあい運動 (12/1 ～ 12/31)
ファミリーサポート子育て講演会

1 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

2 成年後見制度講演会

3 牛久市社会福祉大会 (3/12)
保育園卒園式 (3/25)

困ったときは、 

あんしんホットライン

フリーダイヤル　☎ 0120-783-012

　神谷小学校区地区社協では、毎年 10月に女化運動公
園において、グラウンド・ゴルフ大会が開催され、住
民の皆さん同士の交流が図られています。
　青く澄み渡った空の下、各行政区から 100 名を超え
る参加者の皆さんが、3ゲームマッチで、楽しく腕を競
い合います。
　大会は、女化グラウンド・ゴルフクラブの皆さんの
協力によりスムーズに運営され、会場のあちらこちら
で笑い声や歓声が響きわたっていました。

　地区社協の皆さんと神谷小5年生は、毎年“昔の遊び”
を通して交流を深めています。
　けん玉やあやとり、たけ馬など、子ども達も初めは
緊張した面持ちでしたが、すぐに地域の皆さんと打ち
解け、いろいろな遊びを優しく教えていただき、楽し
く交流することができました。
　参加された皆さんからも、自然と笑みがこぼれ、「楽
しかった！」との声が聞こえました。
　最近は、祖父母と一緒に生活する家庭も減り、この
ような機会がとても大切だと感じました。

地区社協の活動紹介

神谷小学校区地区社協

グラウンド・ゴルフ大会 神谷小の子ども達と昔の遊びで交流

　奥野小地区社協では、耕作放棄地を活用した「農業
体験広場ゆめ」で、毎年市民や地元の保育園、小中学
生を対象に、そばとさつま芋の栽培から収穫体験を行っ
ています。
　さつま芋はオーナー制になっており、秋には大きく
育った安納芋などの芋ほりを、子どもから大人まで楽
しんでいます。
　また、11 月には収穫したそば粉を使った「そばがき
けんちん汁」を無料で振る舞う、秋そば収穫祭を開催し、
皆さんに大変喜ばれています。今年も 11 月 23 日に予
定されていますので、ぜひご参加ください。

　一人暮らしの高齢者の皆さんを地区社協の事務所に
お招きし、お楽しみ食事会が行われました。
　当日は、市交通防災課の職員による交通安全教室も
行われ、事故防止や振込詐欺について、熱心にお話を
伺いました。
　また、天ぷらや煮物など手作りの食事を美味しくい
ただき、和気あいあいと楽しい時間が過ぎました。
　最後には、地域包括支援センターの職員による「元
気になる頭の体操クイズ」を全員で行い、会場は笑い
声に包まれました。

奥野小地区社協

一人暮らし高齢者の食事会耕作放棄地を活用して体験農業

問合せ：牛久市社会福祉協議会
　　　　電話　871-1295

（固定電話のみ）
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皆さんご存知ですか？

　障害者差別解消法が、
　　　４月１日より施行されました。

安心して生活するためのお手伝い

　この法律は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障
害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしに関わらず、お互いに
人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。

～障害のある人もない人も共に生きる社会をめざして～

障害について理解しましょう
　「障害のある人もない人も共に生きる社会」をつ
くるためには、まず、障害を正しく理解することが
大切です。障害のある方と接し、障害のある方と交
流する機会を持ちましょう。

困っている方に声をかけましょう
　障害のある方の目線で考えると、交通機関や施設
などで、不便を感じることがまだたくさんあります。
困っている方を見かけたら、ひと声かけましょう。
　そして、何か自分にできることはないか尋ねてみ
ましょう。

障害を理由とする差別の禁止

不当な差別的扱いの禁止 合理的配慮の提供

　障害を理由に商品やサービスの提供を拒否
したり、制限したり、条件を付けたりするよ
うなことをしてはいけません。

　障害のある人が配慮を求めたときは、負担にな
りすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために
必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

　障害を理由とする差別で困ったときは、まず市の社会福祉課にご相談ください。そこで
解決できない場合も、その内容に応じた相談窓口が紹介されます。

困ったときはご相談ください

　当会では、障害のある方またご家族等が、地域で安心した生活がおくれるように、専門職員による各相談
支援事業を行っています。
　何かお困りごとがありましたら、下記まで気軽にお電話ください。

障害者相談支援事業所　エール

牛久市成年後見サポートセンター

　障害のある方が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害のあ
る方や保護者、ご家族などからの相談に応じ、情報提供や助言、援助等適切な支援を地域の社会資源
との連携を図りつつ行っています。
　障害者差別解消法で「障害を理由とした差別」とされている「不当な差別的扱い」や「合理的配慮
の不提供」は、障害のある方が望む自立した日常生活、社会生活を妨げる大きな要因にもなります。
　エールでは、障害のある方が行政機関や民間事業者などの対応や行いから受けたり感じたりした「不
便さ」や「差別感」などのご相談もお受けし、それらの解消に向けて一緒に考え、関連機関と連携し
ながら適切な支援を行っていきます。

　【問合せ】
　　牛久市女化町 859-3　牛久市総合福祉センター内　
　　電話：871-1841 ／ FAX：871-4360

　牛久市成年後見サポートセンターでは、成年後見制度や日常生活自立支援事業に関する相談や手続
きに関する相談をお受けします。まずはお気軽にご相談ください。

●お金を計画的に使えず、財産管理ができない。
●大切な書類をなくしたり、どこにしまったか分からなくなる。
●施設入所や福祉サービスの契約内容が理解できない。
●金融機関から『後見人が必要』と言われた。
●知的障がいのある子どもの将来が不安。
●離れて暮らす認知症の親が心配。
●成年後見制度を利用したいが、手続きの仕方が分からない。

【問合せ】
　牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎 1F
　電話：871-1295 ／ FAX：871-1296

こんなことで
困っていませんか!?

「不当な差別的取り扱い」例

車いすを利用していることを理由にレストラン
などへの入店を断る

×

視覚障がいのある人へ、記載されたメニューや
サービスの内容をスタッフが読み上げて説明する

「合理的配慮」として好ましい例



心のこもった善意ありがとうございました

平成 28年熊本地震義援金のご報告

（平成28年２月 18日～平成 28年５月 16日現在）

（平成 28年 4月 19日～平成 28年 5月 16日現在）

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

皆様からの温かいお気持ち、心より感謝申し上げます。
この義援金は、この災害で被災された方々を支援するために送らせていただきます。

（敬称略）
2 月 4月
女化西シニアクラブ　親和会	 雑巾 100 枚 沼尻ゆりか	 書籍等

やどかり介護・歩む	 1,000 円（元）牛久町立岡田中学校昭和三十五年三月卒業生一同	 95,000円
匿名	 陶器 匿名	 クーハン
3 月 牛久市体操協会　リズム体操クラブ	 20,775 円
匿名	 3,000 円 牛久大仏・牛久浄苑	 100,000 円
福原貴子	 エレクトーン やどかり介護・歩む		 1,000 円

やどかり介護・歩む		 1,000 円
平野静	 腰掛け１枚、バスマット１枚、毛布９枚、
	 肌掛け５枚、バスタオル 4枚、
	 タオル 32枚、毛布カバー、２枚

ダンスサークル萌	 20,000 円 みどり野ボランティアの会	 雑巾 100 枚、古切手
四方田栄子	 タオル 27本、雑巾 21枚 牛久市レクリエーション協会	 20,000 円
匿名	 1,996 円 雲國寺	 白米 90kg

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

〒 300-1207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

〒 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

〒 300-1288 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

〒 300-1211 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

「社協」は
社会福祉協議会の略称です。

〒 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
	 FAX（029）８７１－１８４１

《ご協力いただいた方》	 （敬称略）
・神谷ダンスサークル	 12,900円
・民謡・ 2005	 36,000円
・神谷スポーツダンス同好会	 20,000円
・ほのぼの会	 13,000円
・匿名	 1,000円
・匿名	 1,000円
・匿名	 1,000円
・小坂団地サロン「和」	 10,000円
・ゆめまちネット	 30,000円
　〜牛久市ボランティア・市民活動ネットワーク〜
・居酒屋すずらん	 29,200円


