
ライフステージを通した切れ目のない支援を提供できるよう
社協では、さまざまな障がい福祉サービスを行っています。
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　子どもをめぐる環境は、昔と今ではずいぶん変わりました。
　核家族化・少子化により祖父母や兄弟とのふれあいが減り、
子ども部屋ができたことにより、子どもが一人だけで過ごす場
所や時間が増えてきています。
　さらに地域の中でも、人が集まる井戸端会議等が消え、子ど
もが人との関係を学ぶのは、身近な方だけになっています。
　今、保育園には家庭や地域の中で育つことが少なくなってき
た「人と関わる力」を、集団生活の中でつけて行く役割が求め
られています。かつての子どもたちは、親と一緒にまたは子ど
もたち同士の集団で、様々な地域の人とふれあい、いろいろな
ことを学びました。その機会が少なくなってきた今、保育園が
地域と関わることは、子どもたちにとって大切なことです。

　社協の保育園だからできることです。
ふれあい保育園では、社協や地域で実施しているデイサービスと、定期的に交流をしています。
交流を重ねることで様々なことを教えていただき、優しい気持ちが育ちます。

社協のデイサービス「シルバーウィング」との交流 牛久小学区地区社協「とまり木」の方々との交流会

　奥野さくらふれあい保育園では、奥野小地区
社協で毎年開催される「秋そば収穫祭」に参加
しています。
　地域のお祭りで、保育園の活動や子ども達を
知っていただける良い機会です。

　発達に遅れのあるお子様への支援も、社協で
運営している「こども発達支援センターのぞみ
園」と連携して、保護者の皆様の支援を行って
います。

　牛久ふれあい保育園・上町ふれあい保育園で
は、発表会の衣装製作に、向台小学校区地区社協・
牛久小学区地区社協の皆様に協力していただい
ております。
　素晴らしい衣装に観客の皆さんから歓声が上
がります。

　「丈夫な体と豊かな心を育てる」を大きな柱と
し、一人ひとりに即した保育をしながら「挨拶
ができる子ども」「自立心があり、創造性が豊か
で協調性のある子ども」「感性豊かに五感を感じ
る子ども」の育成を目指します。

・牛久ふれあい保育園本園
・牛久ふれあい保育園
ひたち野うしく駅前分園
・奥野さくらふれあい保育園
・上町ふれあい保育園本園
・上町ふれあい保育園
牛久駅前分園

地域とのかかわり

子育てを応援

子どもをめぐる環境の変化

組織力を生かしてこんにちは
社協の保育園です

ともに寄り添い支え合う保育園をめざす
ふれあい保育園ではお子様の健やかな成長と
地域や家庭の子育て支援を行います

地区社協の皆様のご協力があってこそ

保育サービスの充実

＊早朝保育事業 6:30 ～ 7:00
＊延長保育事業 18:00 ～ 20:00
 1 時間　250円
＊一時保育事業 1 日　1,800 円
＊地域子育て支援センター

『じょうぶなからだ　ゆたかなこころ』

○意欲を持って生活できる子ども
○元気な子ども
○みんなと仲良く遊べる子ども
○感じて考える子ども

ふれあい保育園の保育目標

ふれあい保育園の目指す子ども像
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― 社協の障がい福祉サービス紹介 ―― 社協の障がい福祉サービス紹介 ―― 社協の障がい福祉サービス紹介 ―― 社協の障がい福祉サービス紹介 ―ライフステージを通した切れ目のない支援
　幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期…
　人の一生にはステージ（段階）があって、それぞれに応じて
生活を営んでいます。
　「こどもが健やかに成長してほしい」「友達が欲しい」「働いて
収入を得たい」「家事をこなして家庭生活を維持したい」「外に
出て余暇を楽しみたい」…
　誰もがそれぞれのライフステージで当たり前に望み、叶えら
れていくことが、障がいのある方やご家族にとっては、さまざ
まな要因で困難な場合があります。
　牛久市社会福祉協議会では、障がいのある方々のライフステー
ジを通して、切れ目なく支援が届くよう、さまざまな事業を行っ
ています。

　のぞみ園では、乳幼児期のお子さんの発達や子育てを支
援しています。
　小集団指導では、製作あそびやリズム遊びなどを通して、
お友だちとのかかわりを広げたり、落ち着いて楽しく集団
活動に参加する力を伸ばします。また、お友だちとのやり
とりを楽しみながらコミュニケーションの力を育てます。
　個別指導では、１対１の丁寧な指導を通して、一人ひと
りの成長に合わせた支援をしていきます。

　身体障害者デイサービスでは、その人らしい生活が送れるようリ
ハビリの専門スタッフによる身体の動きのチェックや、集団での体
操、言葉の練習等を行っています。
　また、陶芸や籐細工、絵画教室、調理、スポーツ等の活動も行っ
ています。その中で、自分に合った趣味を見つけたり、一人では挑
戦しづらいことも、仲間と共にチャレンジすることができます。

　その他にも、障がいのある方の日常生活をお手伝いするために、
ご自宅での生活の介護や家事援助を行うホームヘルプ・サービス、
視覚に障がいのある方の外出のお手伝いや代読・代筆などを行うガ
イドヘルプ・サービスなど、さまざまな事業を行っています。

　エールでは、身体・知的・精神などの障害種別に関わらず、日常
生活全般の悩みごとや福祉サービスの利用等についての相談に、専
門の相談員が対応させていただきます。
　その方のライフステージを通し、その時々に応じた情報提供や助
言・援助等、関係機関をはじめとした地域の社会資源との連携を図
りながら行っていきます。

　わくわくでは、地域で自立した生活を
送ることができるように、一人ひとりに
合わせた買い物や掃除などの練習を行っ
ています。
　また、今後働きたいけれど、すぐには
不安があるという方には、作業の練習を
行っています。
　さらに、働く場所として、知的障がい
のある方々が、パン・クッキーの製造・
販売、生活用品の袋入れやシール貼りな
どの仕事を行っています。
　その他にも、一人ひとりに合った運動
や工作、レクリエーションとして音楽や
外出活動を行っています。

　すてっぷは、学齢期の障がいのあるお子さんが、
放課後や長期休みに安心して楽しく過ごせる場所で
す。みんなでゲームや工作をして遊んだり、一人ひ
とりの特性に合わせて着替えや片付けの練習をした
りと、放課後も充実した時間を過ごせます。
　また、長期休みには、おやつ作りやバーベキュー、
水族館や公園等への外出活動など、いろいろな体験
やチャレンジができます。
　すてっぷには、看護師が常駐しているので、医療
的なケアが必要なお子さんも、安心して過ごすこと
ができます。

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

社協の居宅系サービス

障害者相談支援事業所エール

放課後等デイサービスすてっぷ

牛久市知的障害者デイサービスわくわく
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　すてっぷは、学齢期の障が
放課後や長期休みに安心して
す。みんなでゲームや工作を

放課後等デ
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ことばが遅い
から心配…

お友だちと
上手に遊べなくて…

やりがいのある仕事を
見つけて、働きたい！

学校を卒業したら、どんな
サービスが受けられる？

医療的ケアが必要でも預かっ
てもらえる場所がないかな？

放課後や長期休
みに楽しく過ご
せる場所と友達
が欲しい

病院でのリハビリが
終わってしまい、自
宅ではなかなかリハ
ビリができない…

病気や事故で身体が
不自由になったけれ
ど、新しい趣味やス
ポーツに挑戦したい。
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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28年 12月～ 1月末）

赤い羽根共同募金のご報告（平成28年 12月 1日～ 31日）

義援金のご報告（平成28年 12月～ 1月末）

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。　牛久市社会福祉協議会は、地域におけるボランティア・市民活動を幅広く支援し、協働活動を展開しながら、

市民参画のまちづくりの推進を図るため、「牛久市ボランティア・市民活動センター」を運営しています。
　当センターには、コーディネーターが常駐しており、皆様に合った活動をご紹介し、いつでも相談に応じ
ています。
　ボランティア活動をはじめてみませんか！

　個人でできるボランティア活動もたくさんありま
す。コーディネーターに、どうぞご相談ください。

【主な活動分野】
福祉関係　福祉施設での活動や障がい者支援など
地域福祉　住民交流や防犯活動など
子育て等　読み聞かせや親子交流など
環境関係　公園等の環境保全やゴミ対策など
趣味芸能　趣味を生かした施設訪問など
市民活動　継続的・自発的な社会貢献活動など

　センターには、さまざまなボランティア・市民活
動を進める団体が登録しており、各活動を紹介して
います。

◆日時　平成29年４月27日（木）　10:00～12:00
　　　　（参加無料）
◆場所　ボランティア・市民活動センター
◆内容　ボランティアの意味や活動等のお話し、個

別相談などを行います。

＊詳しくは、当センターへお問合せください。集められた使用済み切手を整理するボランティアの皆さん

　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、ぜひ本講座にご
参加ください。

■場　　所　市役所分庁舎１階（本庁舎側入口すぐ）

■開館時間　月～土曜日　9:00 ～ 20:00　
＊ 17:30 ～ 20:00 は予約制です
利用日の３ヶ月～１週間前まで受付

■開館日　月曜～土曜日 
＊日曜日、祝日及び年末年始12/30～
　1/3 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。

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金へご協力いただき、ありがとうございます。（敬称略）

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、被災者支援のため、中央共同募金会を通じ被災地に配分されます。（敬称略）

12 月 やどかり介護・歩む  1,000 円

牛久大仏・牛久浄苑 100,000 円 匿名 アップライトピアノ

㈱ヒュリカ 20,000 円
 使用済み切手・手帳

牛久市主任児童委員連絡会
クリスマスプレゼント（菓子・折紙）

西野玲子 13,000 円 １月

雲國寺 米　60㎏ 牛久市レクリエーション協会 20,000 円

アドヴァンスつくばダンススポーツ 30,000 円 やどかり介護・歩む 1,000 円

（敬称略）

赤い羽根共同募金

はじめてボランティア講座

214団体、6,050 名が登録

岩手県大雨災害義援金 新潟県糸魚川市における
大規模火災義援金

歳末たすけあい募金

＊戸別募金　93世帯 34,200 円
＊店舗設置募金箱 11,349 円
＊市内公共機関設置募金箱 21,550 円

牛久市立下根中学校福祉委員会 23,230 円

牛久大仏・牛久浄苑 200,000 円

＊戸別募金　94世帯 42,600 円
＊山﨑武治 70,000 円
＊匿 名  2,340 円
＊ガールスカウト茨城県第 27団 10,000 円

地域の支え合い活動に

活用させていただきます

牛久市ボランティア・市民活動センターへお越しください !

登録状況（平成 29年 1月末現在）

はじめませんか　ボランティア
－　牛久市ボランティア・市民活動センター　－

福祉，
761

地域福祉，
794

市民活動，
2,251

子育て，
515

環境，
674

個人，
352

趣味芸能，
703



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

　当協議会は、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

3月12日（日）　13：00～ 16：00
中央生涯学習センター 文化ホール
（牛久市柏田町1606-1）

13：00　（開場　12：30）
第1部　式典・顕彰行事
第2部　記念講演

講師　堀
ほ り お

尾正
まさあき

明氏　フリーアナウンサー
　現在、TBS系テレビ報道番組「Nスタ」、
日本テレビ系「誰だって波瀾爆笑 !」などで、
キャスター・司会として活躍中‼
　講演活動やシンポジウム、イベント司会
などにも精力的に取り組まれています。

主催 /牛久市社会福祉協議会　　後援 /牛久市、牛久市教育委員会

はぐくもう !はぐくもう !　　思いやりの思いやりの心心はは
「ご近所の底力」「ご近所の底力」

平成28年度　牛久市社会福祉大会

入場無料


