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あふれる場所やさし
い笑顔が

通所介護事業

～シルバーウイング～



みんなでつくる

支えあうまちづくり
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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 29 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28年度の会員数は

一般会員 17,094世帯
特別会員 71世帯
法人会員 322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。
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◆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
◆一家にひとり地域ヘルパー養成研修の実施

◆地区社協活動の支援
◆生活支援体制整備事業（新規）
◆牛久市地域福祉活動計画の改定
◆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
◆「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

◆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
◆認知症初期集中支援事業（新規）
◆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　すてっぷ
◆ふれあい保育園事業

◆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29年度 社会福祉協議会一般会計資金収支予算

収 入　合計1,482,502千円 支 出　合計1,482,502千円
会費収入 11,750

寄付金収入 1

補助金収入 70,155

共同募金配分金
11,512

受託金
217,641 貸付事業等収入

108

事業利用料 357介護保険収入
149,866

障がい福祉サービス等
202,067

保育園運営費
395,447

積立資産取崩収入
26,256

雑収入 3,700

退職手当取崩
4,459

前期末支払
資金残高
389,129

預金利息 54
法人運営事業 91,686

調査企画広報事業
ボランティア
　市民活動センター事業
4,923

共同募金配分金事業
16,056

資金貸付事業
169市受託事業

177,214
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
12,006

介護保険事業
146,274

障がい者支援事業
275,248

保育園事業
382,745

当期末支払残
376,181

（単位：千円） （単位：千円）

その人らしい生き方を
支援する

地域の福祉力を
高める

地域住民の生活課題を
解決する

役に立つ組織に
再構築する
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牛久市社会福祉協議会　平成29年度年間行事予定

　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、生きがいづくりをする「交流の場」です。
　現在市内には、69 ヵ所（地域サロン 60 ヵ所、子育てサ
ロン 9 ヵ所）のふれあいサロンがあり、まちづくりや仲間
づくりのために様々な活動をしています。

　当会では、高齢の方、障がいのある方、子育て中の方など、
誰も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、ふれあいサロン活動を応
援しています。

４月 7 日　FM うしくうれしく放送にて“社会福祉協議会だより”開始
8 日　ふれあい保育園入園式

５月
10 日　シニア連スポーツ大会
27 日　シニア連三世代の広場
　　　　生きがい・健康づくり教室前期（～ 3 月）

６月
　1 日～　社協会員募集月間
　3 日～　一家にひとり地域ヘルパー養成研修
10 日　　盛人の集い

７月 15 日　上町ふれあい保育園夏祭り

８月
5 日　牛久ふれあい保育園夏祭り
5 日　奥野さくらふれあい保育園夏祭り
　　　小学生ボランティア体験広場

９月 生きがい・健康づくり教室後期スタート

10月 1 日～　赤い羽根共同募金運動

11月 25 日　合同金婚式

12月 歳末たすけあい運動

１月 成年後見講演会 ( 予定 )

２月 災害ボランティアセンター立上訓練

３月 31 日　保育園卒園式

□■□ 通年行事 □■□
はじめてボランティア講座
　　　　偶数月　第 4 木曜日
介護サロンぬくもり
　　　　毎月 10 日

♥♥♥ふれあいサロン

♥♥♥ ♥

♥

♥♥♥♥ ♥
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　成年後見サポートセンターは、判断能力の低下に不安を感じている認知症や障がいのある方、そのご家族
に対して、成年後見制度や日常生活自立支援事業などを活用し、財産管理や身上監護を中心に権利擁護サー
ビス等を提供し、その人らしい安心した生活が送れるよう支援します。

このような心配ごとはありませんか？
　・お金を計画的に使えず、財産管理ができない。
　・離れて暮らす認知症の親が心配。
　・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。
　・成年後見制度について知りたい
　・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。

不安を安心に変える

お手伝い！

気軽にご相談ください。

成年後見サポートセンター

【問合せ】　牛久市成年後見サポートセンター
　　　　　（牛久市社会福祉協議会内　　牛久市役所分庁舎１階）
　　　　　電話：871-1295 ／ FAX:871-1296

ご存知ですか？

牛久市合同金婚式

申請に関するご案内

　ご成婚 50 周年を迎えられたお祝いと、ますます
のご健康をお祈りさせていただくため、｢牛久市合
同金婚式｣ を開催いたします。対象の方は、ご申
請をお願いいたします。

◆日　　時　平成 29 年 11 月 25 日（土）
　　　　　　午前 11 時開会（予定）
◆場　　所　市総合福祉センター  センターホール
　　　　　　（牛久市女化町 859 番地 3）
◆ 該 当 者　市内にお住まいで、平成 29 年 1 月

1日から平成29年12月31日の間、
婚姻後満 50 年（昭和 42 年以前に
婚姻届出）迎えられるご夫婦

◆申請方法　6 月 14 日（水）までに担当地区民
生委員児童委員または社会福祉協議
会までご連絡ください。

ご利用ください！

　在宅で生活する高齢者や障がい
のある方、またその家族の日常生
活上の負担を少しでも軽くするため、家事援助等
を行う会員方式のサービスです。

◆内　　容　住居等の掃除、生活必需品の買物、洗
濯、食事の支度、話し相手　など

◆ 利 用 料　30 分あたり 300 円
◆利用時間　午前 7 時～午後 8 時
　　　　　　＊年末年始 (12/29 ～ 1/3) はお休

みです。
◆ 対 象 者　市内にお住まいのおおむね 60 歳以上

の虚弱な方。また、中・軽度の障が
いのある方

◆利用方法　社会福祉協議会までご連絡ください。

平成29年度

上記についての申請・問合せは、　牛久市社会福祉協議会　電話：871-1295 ／ FAX：871-1296

ふれあいサービス
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地域包括支援センターは、
高齢者の在宅生活を支援します！

　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活が続けられるように、介護保険制度や福
祉サービスの利用など在宅での生活に関する相談窓口です。

　高齢者の方の生活の中で困っていることや心配なこと、介護保険や福祉サー
ビスの利用などに関する相談をお受けし、高齢者の方が安心して生活が続けら
れるように、問題解決に向けたお手伝いをします。また、必要に応じて専門の
関係機関等におつなぎします。
　＊物忘れが出てきた。どうしたらいい？
　＊介護保険の申請をしたい。
　＊一人暮らしの親が心配だ。　　・・・など

　高齢者の方が安心して生活できるよう、消費
者被害の防止や悪質な訪問販売の相談、高齢者
の虐待に関する相談、また、成年後見制度に関
する相談などをお受けします。
＊高額な健康食品の訪問販売

の被害にあった。
　どうしよう？　・・・など

　介護が必要な状態にならないように、健康の
維持・改善ができるようお手伝いします。介護
予防ケアマネジメントを行い、体力アップ教室
や口腔機能の向上のための教室などの利用につ
いても調整を行います。
＊足腰に不安がでてきた。運動

などできる所に通いたい。　
　・・・など

上記の他、高齢者の方にとってより暮らしやすい地域にするため、市内ケアマネ
ジャーへの助言や関係機関とのネットワークづくりを行っています。

　認知症等により行方不明になった際に、事前に本人の写真や特徴などを登録しておくことにより、協
力機関として登録していただいているお店、介護サービス事業所や、一般の協力者の方にファックスを
一斉送信し、早期に発見・保護することを目的とした事業です。ご希望の方は事前に登録をしてください。
　また、FAX で情報を受け取ることが可能な方、協力者登録にご協力ください。行方不明者の情報を受
け取り、日常生活の範囲でご協力をお願いします。

ご相談・お問い合わせは、

牛久市地域包括支援センター　電話：８７８－５０５０　FAX：８７１－０５４０

もしもの時のために「牛久市SOSネットワーク」をご活用ください

さまざまな相談ごと

権利を守る 介護予防や健康づくり
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　ケアマネジャーは、介護だけではなく医療や福祉に関する幅広い知識を持っています。
　ご本人やご家族と相談しながら、生活全般を支えるための介護サービス計画（ケアプラン）をつくります。

○ご家族の状況も考えた支援
　ご本人だけでなく、ご家族の状況も考えて計画を立てますので、しっかりお話をお伺いいたします。

○公的機関、医療機関、ボランティアなど様々な社会資源の活用
　介護保険サービスだけでなく、地域の様々な社会資源を有効に活用して、より良い生活を送
れるよう支援します。

ケアマネジャー

ホームヘルパー

デイサービス

○調理、掃除など一緒に行います　
　何でもやってもらうと、心身機能が弱ってしまいます。
　ご自身の持っている力を活かしながらお手伝いをします。

○その方が抱えている不安など、相談を受けます
　普段から多くの時間を過ごすのはヘルパーです。
　日頃の不安など、お気軽にご相談ください。

○買物に一緒に行きます。買物代行も行います
　買い物は生活していく上でとっても大切です。楽しみながら品物を選ぶ

事は、心身機能の維持や認知症予防につながります。

○薬を分けたりもします
　薬を分けるって結構大変。お手伝いすることで安心した生活が送れます。

○デイサービスに来ること！ 
　お友達ができ、好きなことや夢中になれることがみつかり、生活が楽しくなります！

○機能訓練を行います
　体が元気になると頭も元気になって、生活に潤いも出てきます。

○利用時間が色々選べます
　ご利用者さまのご都合に合わせて利用時間を選択できます。

○外出行事や季節の行事が豊富です
　普段難しいお出かけも行くことができ、いきいきした気分になります。

○「ふれあい保育園」の園児が毎月遊びにきます
　お子さんはとっても可愛いんです。すごい力をくれます。

こんにちは社協の介護保険事業です !!

「いつまでも元気で自分らしい生活を続ける為に」

社協の介護保険事業では、いつまでもお元気でご自宅での生活が

続けていけるよう支援しています。



心のこもった善意ありがとうございました
（平成 29 年 2 月～ 4 月末）

熊本県災害義援金 （平成 29 年 2 月～ 4 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。

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し被災地に配分されます。

（敬称略）

2 月 岡田地区スポーツ交流会	 15,482円
匿　名	 	18,200円 女化西シニアクラブ　親和会	 雑巾100枚
（株）筑波クリーン	 10,000円 やどかり介護・歩む	 1,000円
栄３まもり隊第三ルート	 14,089円 4 月
NPO法人　月曜クラブ
2015年版ナショナル・ジオグラフィック日本版11冊 匿　名	 2,000円

やどかり介護・歩む	 1,000円 茨城日産自動車（株）牛久店	 絵本30冊
牛久スポーツダンスクラブ	 20,000円（有）美都和	 15,300円
3 月 匿　名	 鉄棒
土浦友の会	 5,000円 やどかり介護・歩む	 1,000円

キッズ・クッキング	 3,289円 フラハイビスカス牛久
	 フラダンスパウスカート10枚

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

●募金箱　　　　2,450 円

福祉に関する情報を発信しています。
すきま時間にぜひご覧ください。

Facebook・Twitter 始めました‼


