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みんなでつくる
支えあうまちづくり

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

　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。

　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。

〜 平成30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。

　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

一般会員 16,943�世帯
特別会員 70�世帯
法人会員 313�社

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。

社会福祉協議会（略称：社協）とは

平成29年度の会員数は

社協会員とは
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当期末支払残，
463,782

保育園事業，
430,762

障がい者
支援事業，
261,996

（単位：千円）（単位：千円）

介護保険事業，
140,880

成年後見サポート
センター事業，
15,266

市受託事業，
178,231

資金貸付事業，
379

共同募金配分金事業，
16,383

調査企画広報事業
ボランティア市民活動センター事業，
6,563

法人運営事業，
89,620

預金利息， 39

前期末支払
資金残高，
461,190

退職手当取崩，
1,554

積立資産取崩
収入，16,068

雑収入，
2,591

保育園運営費，
429,395

障がい福祉
サービス等，
214,461

介護保険収入，
151,684

事業利用料，
670

貸付事業等収入，
108受託金，

229,309

共同募金配分金，
11,371

補助金収入， 73,915

寄付金収入， 7
会費収入， 11,500

平成30年度社会福祉協議会一般会計資金収支予算
収　入　　1,603,862千円 支　出　　1,603,862千円

1 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
◆一家にひとり地域ヘルパー養成研修の実施

2 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
◆認知症初期集中支援事業
◆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　すてっぷ
◆ふれあい保育園事業

3 地域の福祉力を 
高める

◆地区社協活動の支援
◆生活支援体制整備事業
◆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

4 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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牛久市社会福祉協議会　平成30年度年間行事予定

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

７日� ふれあい保育園入園式4月
18日� シニア連スポーツ大会
26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）

5月
1日～� 社協会員月間
2日～� 一家にひとり地域ヘルパー養成研修6月

14日� 上町ふれあい保育園夏祭り
� 奥野さくらふれあい保育園7月

４日� 牛久ふれあい保育園夏祭り
� 小学生ボランティア体験広場8月

� 生きがい健康づくり教室後期スタート
8日� 盛人の集い9月

1日～� 赤い羽根共同募金運動10月
１7日� 合同金婚式11月

歳末たすけあい運動
災害ボランティアセンター立上訓練12月

成年後見講演会（予定）1月
23日� 牛久市社会福祉大会2月

31日� 保育園卒園式3月

地域の皆様に　より身近な組織を目指して

組織の名称が変わりました
　平成30年度より、「牛久市共同募金委員会」に名称を変更しました。今後、より一層皆
様の理解と参加を図り、さまざまな課題解決に取り組む多様な地域福祉活動をさらに支援し、
地域の皆様に身近な組織づくりを進めます。
　これからも、皆様のご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

変更前 茨城県共同募金会牛久市支会

変更後 茨城県共同募金会牛久市共同募金委員会
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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

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

在宅福祉サービスの紹介

　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
事援助など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、衣類の

洗濯、食事の支度、話し相手など
《利用料》　�30分あたり300円
《対象者》　�市内に在住のおおむね60歳以上の虚弱な

方。また、中・軽度の障がいのある方

　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、子育てをサポートする会員方式のサービスです。
《内　容》　�保育、児童クラブ・保育施設などまでの送

迎及び家事援助
《利用料》　�30分あたり300円
《対象者》　�市内に在住の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

家事のお手伝い

一緒にお散歩

盲導犬も同乗できます

ご自宅からの送迎

　身体上の理由により歩行が困難な方に対して、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
う会員方式のサービスです。
《内　容》　�自宅から目的地間の送迎、乗降に伴う介助
《利用料》　�30分あたり300円
《対象者》　�車いすを使用している方や一人での歩行が

困難な方で、公共の交通手段を利用するこ
とが困難な方

　バス、タクシーなど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（戸口から戸口まで）の送迎を行う会員方式のサー
ビスです。
《内　容》　�自宅から目的地間の送迎、乗降に伴う介助
《利用料》　�1運行150円(市内：ガソリン代相当)
《対象者》　�対象区域に在住で、バス・タクシー、電車

などを利用することが困難な65歳以上の
高齢者で、市民税が非課税の方

　　　　　※対象区域はお問合せください。

　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。ご利用されたい方は、事務局

までお問い合わせください。

　また、各サービスでは、協力会員として活動していただける方を募集しています。地域で支え合う在

宅福祉サービスに、皆様ぜひご協力ください。� 【事務局】牛久市社会福祉協議会　電話：870－1001
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「ともによりそい
支えあう保育園をめざす」

　牛久市社会福祉協議会で実施しているふれあい保育園で
は、地域に開かれた保育園を目指し、子どもたちと地域と
の関わり作りを行っています。
　保育園を地域に開かれたものにすることは、他の子ども
や大人と触れ合う機会が少ない子供たちの健全な発達に
とっても望ましい事です。
　ふれあい保育園では、これからも地域とのつながりを強
めていきます。

おくのキャンパス
　「おくのキャンパス」の活動として、牛久第二
中学校・奥野小学校と合同で様々な活動を実施し
ています。奥野ふれあいまつりで小中学生のお兄
さんお姉さんと交流したり、小学校の先生に英語
を教えてもらったりしています。

秋そば収穫祭
　奥野小学区地区社会福祉協議会が主催する「秋
そば収穫祭」に参加します。
　収穫祭では、子供たちの発表がある他、保育
園のスタッフがイベントのお手伝いをしたり、け
んちん汁を作ってお祭りを盛り上げます。

ふれあい保育園と地域とのつながり

〜奥野さくらふれあい保育園〜
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サロンとまり木との交流
　牛久小学区地区社会福祉協議会で実施している「サ
ロンとまり木」に、月に一度子どもたちが訪問します。
肩もみゲームや折紙、風船バレーなどで交流していま
す。

地区社協の皆様による発表会の衣装作成
　毎年、中央生涯学習センターで行う発表会の舞台衣
装を、向台小学区地区社会福祉協議会の皆様に作って
いただいています。

上町行政区敬老会に参加
　敬老会に招待していただき、太鼓の演奏を披露しま
した。子どもたちのパワーが届けとばかりに、元気一
杯演奏しました。
　手をたたいて応援してくださったり、歌を口ずさんで
くれたり、子どもたちも大満足です。

向台行政区　夏祭りに参加
　向台行政区の夏祭りで「保育園の先生と踊ろう」と
いうコーナーに参加しています。
　毎年招待していただいて、今年で7年目になります。
ぜひ遊びに来てください。

三中生徒との和太鼓交流会
　牛久第三中学校に出向き、和太鼓部の皆さんに構え
方・太鼓の打ち方・リズムなどを教えてもらいます。
　保育園の夏祭では、三中生と一緒に太鼓の演奏を行
い、会場を盛り上げてくれました。

〜上町ふれあい保育園〜

〜牛久ふれあい保育園〜



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

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）

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。

　ご夫婦となり、50年を迎えられた方の金婚をお祝いする「合同金婚式」を開催いたしますので、
該当される方は申請くださいますようお願いいたします。

◆日　時� 平成 30 年 11 月17日（土）　午前 11時開会（予定）
◆場　所� 牛久市総合福祉センター（牛久市女化町 859 番地 3）
◆該当者� �市内にお住まいで、平成 30年 1月1日から平成 30年

12月31日の間に婚姻後満 50年（昭和 43年以前に婚
姻届け出）を迎えられるご夫婦

◆申　請� �7 月 11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。

【申請・問合せ】	
	 �牛久市社会福祉協議会（牛久市役所分庁舎 1階）�

　電話　871－1295

２月
土浦友の会� 5,000 円

有川洋文� 5,000 円

ＮＰＯ法人月曜クラブ� ナショナルジオグラフィック日本版 2016 12 冊

親和会（女化西シニアクラブ）� 雑巾 100 枚

やどかり介護・歩む� 1,000 円

３月
匿　名� 30,000 円

やどかり介護・歩む� 1,000 円

４月
ダンスサークル�萌� 20,000 円

市民後見を学ぶ会� 3,292 円

㈲�美都和� 20,500 円

㈱�美都住建� 36,000 円

やどかり介護・歩む� 1,000 円

・山内洋子様　　2,000 円

心のこもった善意ありがとうございました（平成30年 2月〜 4月末）

平成 28年熊本地震義援金 ありがとうございました（平成30年 2月〜 4月末）

平成 30年度牛久市合同金婚式開催に伴う該当者の申請について


