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　当会ではこれらを踏まえ、助け合いの地域づくりをさらに進めるため、「地区社
会福祉協議会 (略称：地区社協 )」との連携を強化し、地域におけるさまざまな活
動を積極的に支援いたします。また、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るとともに、地域や小学校と連携した保育園事業を推進いた
します。そして、子育てから介護まで、福祉サービスの充実に努めてまいります
ので、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
さつとさせていただきます。

　少子超高齢社会が進み、多様な課題を抱え生活に困る家庭が増える中、国では「我
が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けた体制整備が進められています。
　地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という
関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮
らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すこととされています。

　新年明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに平成 30 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。

新 年 の ご あ い さ つ

｢我が事・丸ごと｣｢我が事・丸ごと｣

地域共生社会の地域共生社会の

実現に向けて実現に向けて

社会福祉法人社会福祉法人　　牛久市社会福祉協議会牛久市社会福祉協議会
会　長会　長　　根　本　洋　治根　本　洋　治

生活支援体制整備事業　地域生活支援協議会がスタート

地域で支え合う　住民参加の在宅福祉サービス

各在宅福祉サービスの協力会員を募集しています。みなさま、ぜひご協力ください。

　当会では、平成 29年度牛久市から「生活支援体制整備事業」を受託し、関係団体等の代表者で構成する「地
域生活支援協議会（第 1層協議体）」を設置し、住民主体による生活支援・介護予防等の充実が図られるよう、
身近な地域での支え合いを推進する地域づくりを進めています。皆様も、地域での支え合い活動に、ぜひご
支援ご協力をお願いします。

　在宅福祉サービスは、サポートが必要な方やそのご家族を支援するため、福祉に理解と情熱を持った地域
の方々の協力により行う、会員方式の有償の在宅福祉サービスです。
　利用方法や利用料など、まずはお気軽にご相談ください。

【主な活動】
◉第 1層（市区域）協議体「地域生活支援協議会」の設置
　・多様な関係主体間の定期的な情報共有
　・多様な関係主体間の連携・協働による取組みの推進
◉第 1層（市区域）生活支援コーディネーターの設置
　・市区域でのネットワーク構築・資源開発　など

　在宅で生活する高齢者や中軽度の障がいのある
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、家事援助などを行うサービスです。

　バス、タクシー等の公共交通機関を利用すること
が困難な高齢者の外出の利便を図るため、ドア・
ツー・ドアの送迎を行うサービスです。対象地区
等、利用には条件がございますので、詳細について
はお問い合わせ下さい。

　安心して子育てができる地域づくりを図るため、
お子さまの面倒を家族で見ることができないときな
どに、保育等の子育てをサポートするサービスで
す。対象は、0歳児(首がすわってから)～小学6年生
までのお子さんのいる家庭・妊婦の方です。

　車いすを使用している方や一人での歩行が困難な
方で、公共交通機関を利用することが困難な方を対
象に、公的機関や医療機関などへ出かける際、日常
生活に必要不可欠な場合や社会参加促進の観点から
移動の支援を行うサービスです。

有償在宅福祉サービス事業（ふれあいサービス）

高齢者移送サービスモデル事業

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
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牛久市こども発達支援センター　のぞみ園 牛久市知的障害者デイサービス　わくわく

放課後等デイサービス　すてっぷ

牛久市地域活動支援センター　身体障害者デイサービス

　のぞみ園では、小集団での遊びや個別の指導な
どを通して、得意なことを伸ばしたり、苦手なこ
とにチャレンジしたりしています。
　月２回、肢体不自由やダウン症といったハン
ディキャップのある子たちを対象とした「ぽかぽ
か・くらぶ」を開催しています。

　知的障がいのある方が、軽作業やパン・クッキーの製造販売を行っています。
　「美味しいものを食べに行きたい！」「好きな雑誌を買います！」「おでかけしたい」等、自分のやり
たいことの為に、毎日みなさん一生懸命に仕事をしています。

　すてっぷは、障がいのある子さんが、放課後や土曜日 (祝日を除く )、
夏休み等の長期休みに安心して楽しく過ごせる場所です。

　自分たちで作った
カレーはおいしかっ
たよ。

　みんなで使う本
棚を手作り中。
　みんな使ってく
れるかな？

　専門家に身体を
チェックしても
らった後は、自主
トレもがんばる
ぞ！

　牛久ゴッ多市で
のイベント販売。
　お買い上げあり
がとうございます。
たくさんの方に
買っていただいて
励みになります。

　車椅子バスケッ
トの練習中。大会
にも出るぞ！

　シャボン玉が
キラキラしてて
きれいだなあ。

　スーパーで買い
物。種類が多くて
ちょっと迷ったけ
ど、自分でお弁当を
選んで支払いもして
います。

　病気や事故などで身体に障がいを持たれた方が、自分で出来ることを増やしながら、自立した生活を
送り、毎日が楽しく、充実した日々になるよう専門家による機能訓練や陶芸、籐細工等の創作活動を行っ
ています。

　音楽に合わせて体を動かしたり、お母さんと一
緒に工作をしたり、経験を重ねるごとに笑顔が増
え、できることも広がっていきます。
　子どもたちの笑顔や成長から、ご家族や職員も
元気をもらっています。

＜請負作業＞
　ブラシ・スポンジの袋入れなどの仕事をして
います。
　外出活動では、電車で上野動物園に出かけまし
た。『今年は、話題の香香（シャンシャン）にも
会いたいなぁ。』

＜パン・クッキー製造＞
　パンやクッキーは、市内の保育園や児童クラブ、
地域のお祭りで販売しています。

　納品や販売は、直接お
客様に会えることも楽し
みの一つです。

　将来にむけて、作業の練習をしています。
　スポンジ入れ作業も正確にスピードも上がって
きました！

　遠足で、チームラボに行ってきました！
　自分の動きに合わせて映像が動く不思議な体験
をしてきました。

社協の障がい児者通所事業に関するお問い合わせは　電話 871-4384　FAX871-4360
牛久市総合福祉センター内　牛久市社会福祉協議会　福祉事業グループまで

輝く明日に向かって

新たな一歩を‼

創　作　活　動 機　能　訓　練

たくさんのお友達と

会えるのを楽しみに

待っているよ♪

　封入作業や簡単な電飾の組み立て作業、仕分け作業などのご依頼を
お待ちしております。



6･ ･7

赤い羽根募金
共同募金

ご報告
　本年度も 10月 1日から 12月 31 日までの 3ヶ月にわたり、「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガ
ンに赤い羽根共同募金運動を実施しました。
　街頭募金では、ボランティアやボーイスカウト、ガールスカウト、また、行政区における戸別募金では、
区長をはじめ、地域の福祉委員、班長の皆様にもご協力いただき、大きな成果をあげることができました。
　また、併せて実施しました歳末たすけあい募金でも、市内にお住まいで生活にお困りの世帯に「歳末見舞金」
としてお届けさせていただきました。
　皆様の善意に感謝いたします。ありがとうございました。

＊世帯を対象とした「戸別募金」　16,814 世帯
 5,144,000 円
＊そのほか
　牛久市佛教会様 239,886 円
　グループ麦わら帽子様 10,000 円
　山﨑武治様 70,000 円
　匿名 3,000 円
　匿名 1,000 円

平成29年 7月5日からの大雨災害義援金のご報告

　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。

（平成 29年 11月末現在、敬称略）

・牛久大仏・牛久浄苑 150,000円
・茨城県南地区　ダンススポーツ連盟 50,000円

＊世帯を対象とした「戸別募金」　16,690 世帯
 8,137,350 円
＊駅前での ｢街頭募金｣ 133,225 円
＊店舗のご協力による ｢店頭募金｣ 15,956 円
＊福祉教育を目的とした「学校募金」 187,841 円
＊Wai ワイまつり・みんなのしあわせ見本市
 26,205 円
＊そのほか
　家庭倫理の会牛久・龍ケ崎様 3,500 円
　職域募金、募金箱 153,337 円
　匿名 3,000 円

総額 8,660,414 円

赤い羽根共同募金

（平成 29年 12月 18日現在）

総額 5,467,886 円

歳末たすけあい募金

心のこもった善意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」

平成 29年度法人会費のご報告　（平成29年 8月～ 11月末）

（平成 29年８月～ 11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。（敬称略）

　12 月 4日、牛久市仏教会の皆様により托
たくはつ

鉢行
あんぎゃ

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。
　師走の肌寒い中、「歳末たすけあい」と書かれた
のぼりを先頭に、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。

　平成 29年度社協法人会員会費のご協力、ありがとうございました。
　・茨城YMCA牛久センター様　　　　・牛久郵便局様

８月 10月
匿　名 スポーツ観戦チケット 10枚 茨城ＹＭＣＡ牛久センター 10,000 円
㈱国分建設 24,330 円 レインボーグループ バスタオル 69枚
匿　名 絵本 55冊、ぬいぐるみ 4個 岡田地区スポーツ交流会 18,473 円
匿　名 ウェットティッシュ 4個 古河ヤクルト販売㈱ 90,000 円
やどかり介護・歩む 1,000 円 ㈲美都和 20,300 円
栗山明彦 ピアノ 1台 ㈱美都住建ゴルフ部 43,000 円
親和会（女化西シニアクラブ）
青少年育成女化西支部 雑巾 100 枚

牛久市岡田地域女性団体女化支部
 クリスマスプレゼント（折り紙の傘）

９月 やどかり介護・歩む 1,000 円
牛久市レクリエーション協会 20,000 円 神谷スポーツダンス同好会 10,000 円
中山育美 毛糸 100 玉 11 月
サイトウコーヒー  35,698 円 杉原幸子　時田佳代 折り紙 作品 100 個
㈱国分建設 23,600 円 アリスカラオケスタジオ 11,972 円
匿　名  絵本 8冊 匿名 5,177 円
やどかり介護・歩む 1,000 円 やどかり介護・歩む 1,000 円
ダンスサークル萌 20,000 円 香月美代子 タオル 17枚
匿　名 サーキュレーター 1台、三脚 1台
 ドライヤー 1台、入浴剤 1箱 牛久市岡田地域女性団体 タオル 20枚



ファミリーサポートセンター　ニューイヤーコンサート
　当会では、地域における支え合いで子育て支援を行うファミリーサポートを広く知っていただくため、
ニューイヤーコンサートを開催します。
　これから子育てが始まる妊産婦の方、0歳児のいるご家族の皆様、柔らかな弦楽器の音に耳を傾けて穏や
かな時をすごしませんか。

　牛久市社会福祉協議会では、上記専任職員以外にも、嘱託職員・パート職員として、ホームヘルパー・
ケアマネジャー・介護員・こども発達支援センター支援員・地域福祉コーディネーター・保育士を現在
募集中です。詳細はHPをご覧いただくかお問合せください。

●日　時　1月28日（日）10時30分～12時 00分
●場　所　牛久市保健センター2階　研修室
●対象者　牛久市在住で妊産婦の方とそのご家族、0歳児のいるご家庭
●演奏者　バイオリン　　　　　久保裕美子さん
　　　　　クラリネット　　　　太田裕子さん
　　　　　ビオラ・バイオリン　清水圭衣子さん
●申込み　1月12日（金）までに電話、もしくは直接お申し込みください。
【問合せ先】牛久市社会福祉協議会（市役所分庁舎内1階）　電話870－ 1001

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

●募集職種　社会福祉協議会専任職員　　●募集人員　若干名　　●採用時期　平成30年4月1日
●受験資格　普通運転免許を有し、昭和57年 4月 2日以降に生まれた方で、下記の①から⑤のうちいず

れかの資格のある方
①社会福祉士有資格者若しくは、受験資格があり取得見込の方
②介護福祉士、介護支援専門員有資格者若しくは、受験資格があり取得見込の方
③保健師若しくは看護師有資格者
④社会保険労務士有資格者
⑤保育士有資格者若しくは、今年度中に取得見込の方

●採用試験　第一次試験　平成30年1月21日（日）〔一般教養・小論文・適性検査・性格診断検査〕
　　　　　　第二次試験　一次試験合格者を対象に2月中旬に面接試験を実施
●募集期間　平成30年1月10日（水）まで（日曜祝日を除く）
●申込方法　写真を添付した市販の履歴書を、牛久市役所分庁舎内社会福祉協議会まで持参してください。
※報酬等詳細につきましては、HPをご覧いただくかお問合せください。電話871－ 1295

牛久市社会福祉協議会　職員募集


