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　10月1日から「じぶんの
町を良くするしくみ」を合
言葉に、赤い羽根共同募金
運動、歳末たすけあい募金
運動が始まります。
　皆様のご協力をお願いい
たします。

　また、共同募金では、大
規模災害による被災地支援
のための「災害義援金」を
募集しています。

○�平成30年北海道胆振東部
地震災害義援金

○�平成30年7月豪雨災害義
援金

○�平成28年熊本地震義援金

　義援金の受付、お問い合
わせは社会福祉協議会まで
お願いいたします。

あなたの町の募金は、
あなたの町のために
使われています。
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◆世帯を対象とした「戸別募金」	 ◆駅前や店頭にて実施する ｢街頭募金｣
◆福祉教育を目的とした「学校募金」	 ◆職場などで行う「職域募金」　
◆身近な地域での「イベント募金」（11/3Ｗａｉワイまつり）

共同募金を活用した 令和元年度の主な活動
＊歳末たすけあい募金は除く。

皆様に支えられている 「赤い羽根共同募金」 に、
ご支援ご協力をよろしくお願いいたします

赤い羽根共同募金
10月1日より、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金が始まります

　皆様に「赤い羽根」で親しまれております共同募金運動と、共同募金運動の一環である歳末
たすけあい運動が、今年も10月1日から始まります。
　赤い羽根の募金活動は、地域の人のやさしい気持ちを集める活動です。集めた募金の多くは、
募金をいただいた地域のために使われます。また一部は、大規模災害の備えとして積み立てられ、
災害時には、被災地支援や災害ボランティア活動支援などに役立てられます。
　牛久市では、小学校区を範囲とした支え合い助け合い活動である「地区社協」や、地域の交
流の場である「ふれあいサロン」の活動支援など、さまざまな地域福祉活動に活用させていた
だいております。
　今年も、皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたします。

今年度の
募金活動

地区社協活動の支援

福祉タクシー券利用助成 地域福祉活動の助成 有償在宅福祉サービス（ふれあいサービス）

ふれあいサロン活動の普及2,824,000円

903,000円 507,000円 139,000円

1,500,000円
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収入の部

項目 決算額 項目 決算額
①会費収入 11,426,375 ⑧介護保険事業収入 122,930,048

②寄付金収入 1,024,249 ⑨保育事業収入 451,650,310

③補助金収入 72,920,123 ⑩就労支援事業収入 12,580,320

④受託金収入 186,419,715 ⑪障害福祉サービス事業収入 206,111,944

⑤貸付事業等収入 27,000 ⑫その他 18,549,266

⑥事業収入 1,069,450 ⑬前期末支払資金残高 504,930,289

⑦共同募金配分金収入 11,460,379

　収入合計 1,601,099,468 円

　平成30年度牛久市社会福祉協議会収支決算をご報告いたします。
　平成30年度も、皆様からの温かいご寄付や社会福祉協議会会費、赤い羽根共同募金を重要な
財源とし、さまざまな地域福祉活動を行ってまいりました。
　今後も、皆様とともに一人の不幸も見逃さない地域づくり・だれもが幸せに暮らすことができ
るまちづくりに努めてまいります。

平成30年度社会福祉協議会　決算報告

◆地域福祉
・地区社協活動の支援
・ふれあいサロン活動の推進
・ボランティア市民活動センター
・在宅福祉サービス事業

◆福祉サービス利用支援
・地域包括支援センター
・成年後見サポートセンター

◆障害者福祉
・身体障害者デイサービス事業
・知的障害者デイサービス事業
・放課後等デイサービス事業
・障害者相談支援事業

◆子育て支援
・保育園事業
　　牛久ふれあい保育園
　　奥野さくらふれあい保育園
　　上町ふれあい保育園
・ファミリーサポートセンター事業
・こども発達支援センターのぞみ園事業

◆高齢者福祉
・介護保険事業
　　居宅介護支援事業
　　訪問介護事業
　　通所介護事業

《30年度の主な実施事業》

項目 決算額 項目 決算額

①法人運営事業 87,277,871 ⑦成年後見サポートセンター事業 11,840,635

②�調査企画広報事業・ボランティ
ア市民活動センター事業 5,067,546 ⑧介護保険事業 122,261,782

③共同募金配分金事業 15,162,738 ⑨障害福祉サービス事業 236,800,123

④資金貸付事業 33,930 ⑩保育園事業 476,197,470

⑤市受託事業 141,399,882 ⑪当期資金残高 503,429,037

⑥福祉サービス利用援助事業 1,628,454

　支出合計 1,601,099,468 円
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令和元年度社協会員会費納入のお礼と報告
　令和元年度牛久市社会福祉協議会会員募集に際しまして、多くの市
民の皆様、法人等の皆様にご加入いただき、心よりお礼申し上げます。
　この会費は、主に『ボランティア・市民活動センター』の運営、ま
た住民参加による福祉活動の推進等に活用させていただきます。今後
とも市社会福祉協議会の活動にご理解ご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。

【一般会員】 7,881,850円 （16,222世帯）
【法人会員】 3,043,000円 （305社）

Ushiku-MAP

《牛久町》
アシスト
飯島青果店
いずみ内科医院
茨城ダイハツ販売（株）牛久店
茨城トヨペット（株）牛久南店

（有）入江電機商会
牛久市仏教会

（株）牛久製作所
牛久都市開発（株）

（株）栄幸物産
おおの生花店

（株）大林化学
久保田精肉店
小礒家具建具店
四国屋米穀店
旬彩や
白岩法律事務所

（株）新開発エンジニアリング
須沢書店

（有）鈴木工務店
TAIRAYA　エスカード牛久店
タマノ酒店
塚本産業（株）
東亜電気（株）牛久営業所

（有）ナカジマ商事
（有）中島プレス製作所
ネッツトヨタ茨城（株）マイネ牛久

（有）根本材木店

（有）フジタデンキ
（有）平安交通
Honda Cars 茨城南 牛久店

（株）ミシエル
宮崎利兵衛商店

（有）宮本新聞店
（有）ユーデーシー
　　　（牛久シティホテル）

（有）読売新聞牛久中央専売所
（有）和田興業
《城中町》
桐生工業（株）
杉浦造園
特別養護老人ホーム元気館
マルホン建材工業
《新地町》
（有）塚本造園
（有）椿自動車
（有）丸栄興業
《遠山町》
（株）漆原建設
グループホームフレンズ牛久遠山
《刈谷２丁目》
（有）佐藤新聞舗　
　　　朝日新聞牛久西部専売所
《刈谷３丁目》
デイリーマートはりがえ
《刈谷４丁目》
宮本法律事務所

《刈谷５丁目》
藤森設備（株）
《田宮町》
飯泉医院
池田商店

（有）伊勢屋
牛久印刷（株）
うま味処　新月

（株）エージェント
（有）大井屋
樫原牛乳店
関鉄県南タクシー（株）牛久営業所

（有）関東総合保険
北島建材（株）

（株）木村建設
（有）佐藤吹付工業
鈴木薬局
筑波運輸（株）
東京ガス（株）常総支社

（有）浜田設備
（株）山本不動産鑑定事務所
（有）洋チャン食堂
横瀬商店

（株）リバース
《田宮２丁目》
（株）イケノベ
（有）石玄分店
（株）金太楼鮨本店牛久店
県南造園土木（株）

（株）国分建設
ダスキン田宮支店
手賀建設（株）

（有）手賀自動車整備工場
《田宮３丁目》
池辺石油ガス（株）
河合医院

（株）常陽銀行牛久支店
（株）筑波銀行牛久支店
《南１丁目》
いばらきコープうしく店

（株）門井商会　春さんさん館
カマンベール
串焼すぎうら
天満屋（株）

（株）双葉
（有）マツザカハウス
村山内科クリニック
《南２丁目》
（有）アサヒ教材
オカノ写真館
サイクルショップ マイロード
さくらい眼科

（有）サンスポーツ
スポーツクラブ牛久
高野耳鼻咽喉科クリニック
根本薬局
《南３丁目》
（有）インテリア光陽

令和元年度　法人会員 （令和元年度 8月5日現在）
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（株）関電工人材育成センター
（有）日栄電器
《南４丁目》
（医社） 園部医院
《南５丁目》
天満胃腸科クリニック
《南６丁目》
Cat & Dog　エンジェルテイル
《南７丁目》
お弁当のまたべい

（株）笑福
《中央１丁目》
（株）エリート情報社
奥田整形外科クリニック

（株）竹内電気
なかの循環器クリニック
日本テクノサービス（株）
《中央２丁目》
中央眼科クリニック

（有）パヌトン
《中央３丁目》
イースタン商事　諸橋
牛久コミュニティ放送　FM-UU
うしく中央司法書士事務所
牛久郵便局
海老原産業（株）
御菓子司青柳花うさぎ

（有）オム
キムラ工業（株）
阪田ストアー

（株）さくらエステートホームズ
サワムラヤ靴店

（株）新日光トラベルサービス
（株）バース
（株）平成技研
水戸信用金庫牛久支店
大和産業（株）徳生製麺部
《中央４丁目》
（有）安全ガス
そば処 ふしみ

（株）チャンス
（有）ペット医学機構
　　　（Ｄ＆Ｃ獣医科クリニック）
《中央５丁目》
（株）サンヨーホーム
椎名産婦人科
鮨・割烹　清瀧
中央総合鑑定所

（株）土屋建築研究所茨城支所
（有）つぼた
（有）天使のおやつ
（有）ミーサン
ミート・デリカなかじま
三越牛久
《栄町１丁目》
（有）茨城タッグ
（株）SHOWA
《栄町２丁目》
（有）TAP保険倶楽部
《栄町３丁目》
（株）黒須印刷
はんこ屋さん21
やまと仏壇
《栄町４丁目》
関東ホームズ販売（株）
《栄町５丁目》
アリデザイン（株）
井上内科クリニック

茨城県信用組合牛久支店
木村電設工業（株）
常南サイクル

（株）暖喜
（株）爆発研究所
平出商事（株）牛久店

（株）水越製作所
《栄町６丁目》
菊水サトー建設（株）
小林青果店
シャディサラダ館牛久栄町店

（株）バンビック
《神谷１丁目》
飯島電気工事（株）

（有）ストア―中野
（有）バディ（ケアサポート・
　　　グループホームけやき）
リーアライズパーフェクション（有）
連根屋
《神谷３丁目》
（有）大貫園
熊谷エンジニアリング（有）
《神谷５丁目》
市川光玉人形

（有）神谷クリーン産業
（有）大栄工務店
弥七
《神谷６丁目》
（有）ヒロ興業
《東大和田町》
（株）板倉組
（株）ほーむけあ いしやま
《中根町》
（株）板倉興業
布瀬自動車興業
《下根町》
（有）邦光建設
（株）常信企業
（株）常総エナジー
（株）東和鉄工
ひたち野内科クリニック
《東猯穴町》
ダイナックス（株）
《ひたち野東》
（有）池田商事
一誠商事（株）ひたち野うしく支店
茨城トヨタ自動車（株）
　　　ひたち野うしく店
茨城トヨペット（株）
　　　ひたち野うしく店
えのもと皮ふ科
珈琲豆やとむとむ
　　　ひたち野うしく店
スプリング国際特許事務所
そうだ耳鼻咽喉科クリニック

（株）筑波銀行ひたち野うしく支店
則武内科クリニック
ひたちの司法書士事務所

（株）プラクティス
ヤマニ建設工業（株）
《ひたち野西》
（株）オーシーラポール
（有）おとどけ工房
（株）クロマル
セキショウホンダ（株）
　　　ひたち野うしく店
第一工業（株）茨城営業所

（有）デパナジュ

日産プリンス茨城販売（株）
　　　ひたち野うしく店

（株）細谷造園
山野井商事（株）
《猪子町》
茨城トヨタ自動車（株）牛久店
茨城日産自動車（株）牛久店
グループホームあんずの木
桜井精機（株）

（医社）常仁会　牛久愛和総合病院
（株）染野製作所
（有）染谷家具　牛久店
東部液化石油（株）土浦支店

（有）中里建材店
（株）前川レジャーシステム
　　　筑波ジャンボリーゴルフ

（有）丸喜
《上柏田１丁目》
（有）安藤製作所
落合交通（有）
上柏田クリニック
《上柏田２丁目》
柏田診療所
湯原興業（株）

（有）吉田写真館
《上柏田３丁目》
（株）アイコンサルタント
《上柏田４丁目》
犬童こどもクリニック

（株）エイ・ビー・エス
ビッグロード櫻井
ほっともっと上柏田店
《柏田町》
（有）あすなろ
（有）栄進オフィス
小野田電気管理事務所
柿沼葬祭

（有）ケン河村
JA水郷つくば牛久支店
司法書士塚本事務所
たまのや 牛久葬儀社 
　　　こころ斎苑 牛久
司化成工業（株）うしく工場

（株）塚原建設
学校法人 つくば開成学園
トヨタカローラ南茨城（株）牛久店

（株）野口商事
ハナキゴム（株）
ファイテンショップ牛久店
宮本建設（株）

（株）ゆなご教材舎
社会医療法人　若竹会　
　　　つくばセントラル病院
《岡見町》
青木営繕サービス
ガレージハシモト

（有）甲州屋
古河ヤクルト販売（株）

（株）嵯峨野
忠仁会 岡見第一医院
檜乃アットホーム（株）

（株）ひまわり薬局
（株）プラウド
（株）本橋造園
（有）ワタベ商会
《さくら台１丁目》
桂建設（株）
小林製作所

医療法人社団　橘会
　　　さくら台土肥クリニック

（有）長浦自動車工業
《さくら台２丁目》
（有）アイネットサービス
（有）いずみ管材
（株）シイナクリーン牛久営業所
《さくら台３丁目》
グループホームきらり・
　　健康サポートセンターきらり
《さくら台４丁目》
東京王冠（株）
《女化町》
アイシービルメン（株）

（株）いしじま
牛久産機（有）
NPO法人　ほっとピア

（株）広進
澤田茶園

（有）塚本興商
鳥越クリニック

（福）博慈園
（株）ヒーロー
フセ自動車
山賀商店
《上太田町》
（株）ペットの郷
《結束町》
（社）竜ケ崎市・牛久市医師会
　　　牛久支部
《小坂町》
いいはたらくばトポス

（有）小坂自動車
八紘運輸（株）
吉田青果
《久野町》
茨城中央観光
うしくグリーンファーム（株）
牛久大仏・牛久浄苑

（株）喜久屋工務店
ケアセンター輪・ケアセンター梵
シンジェンタジャパン（株）
ヒラデ・スタイル（株）

（株）わかな
《正直町》
（有）イーペック牛久
《島田町》
長沼りんご園

（有）水間製油所
（株）ヤマイチ味噌
《奥原町》
重環オペレーション（株）
大和薬品（株）つくば工場
日本メクトロン（株）牛久事業場

（株）ホギメディカル筑波工場
（株）ヤマダフーズ
《桂町》
筑波南桂工業団地連絡協議会
《その他》
牛久市歯科医師会

※地区別に五十音順にて掲載して 
おります
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　地域における支え合い・助け合いの活動として、家族が子どもの面倒を見られない時の保育や、
産前産後の家事援助を行うファミリーサポート事業の協力会員を募集します。
　つきましては、下記のとおり養成研修を開催しますので、皆様ぜひご参加ください。

　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や障がいのある方の通院、ま
たは社会参加のための移動支援にご協力いただける協力会員（ドライバー）を募集しています！
　ボランティアに興味のある方、お時間にゆとりのある方など、ぜひ下記の事業説明および養成研
修にご参加ください。

◆日　程	 10／	 9	（水）	午前10時00分～午後3時00分	 牛久市の子育て支援、子どもの遊び	
	 10／10	（木）	午前10時00分～午後3時00分	 保育の心、子どもの世話	
	 10／15	（火）	午前 9 時00分～午後3時00分	 安全・事故、身体の発育と病気	
	 10／16	（水）	午前 9 時30分～午後3時00分	 調理実習、小児看護の基礎知識	
	 10／17	（木）	午前 9 時00分～午後2時00分	 心の発達とその問題
◆場　所	 市役所分庁舎2階会議室・保健センター調理室　他
◆対象者	 保育に関する知識と経験を有する方、	
	 または育児経験を有する方で、研修	
	 全日程に参加可能な方
◆申込み	 10 ／ 2	（水）までに電話または直接事務局へ	
	 お申し込みください。	
	 在宅福祉サービスセンター（市社協内）	
	 　電話：870-1001　FAX：871-1296

◆日　時	 10 ／ 24	（木）　午後1時30分～午後4時30分
◆場　所	 ボランティア・市民活動センター（市役所分庁舎）
◆対象者	 この事業の目的に賛同し、運行に協力できること。	
	 過去3年以上無事故無違反である、概ね70歳までの方。
◆内　容	 ・事業説明	
	 ・講義「高齢者・障がい者への理解、サービス提供者	
	 　　　　としての心構え」	
	 ・演習「車いす等の操作、利用者への介助方法」	
　　　　　　　　「実際に人を乗せての運転」
◆申込み	 10 ／ 17（木）までに電話または直接事務局へ	
	 お申し込みください。	
	 在宅福祉サービスセンター（市社協内）	
	 　電話：870-1001　FAX：871-1296

ファミリーサポート協力会員養成研修

移送サービス協力会員養成研修
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　市民の皆さん向けに、成年後見制度の無料講座を開催いたします。まだまだ聞きなれない制度で
すが、将来のために知っておくことで安心の一つにつながります。当会の職員が分かりやすくご説
明しますので、お気軽にご参加ください。　　　

◆日　時　＊ご都合の良い日にご参加ください。	
　①	9	／21	（土） 午前10時00分～午前11時30分	
　②	9	／26	（木） 午前10時00分～午前11時30分	
　③10	／	 3	（木） 午前10時00分～午前11時30分	
　④10	／	 6	（日） 午前10時00分～午前11時30分
◆場　所　ボランティア・市民活動センター（市役所分庁舎）
◆対象者　成年後見制度に興味のある牛久市民
◆定　員　各日とも15名程度
◆申込み　	電話または直接事務所へお申し込みください。	

申込締め切りは開催前日までです。	
牛久市社会福祉協議会	
　電話：871-1295　	FAX：871-1296

知っていますか？ 成年後見制度

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）

義援金は、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。
皆様からのあたたかいご支援に、心から感謝申し上げます。
●居酒屋すずらん様　　19,099 円

５月
神谷スポーツダンス同好会	 10,000 円
内田美智子	 タオル 18本
匿名	 車椅子 1台、シャワーチェア1台
有限会社美都和	 16,400 円
（株）美都住建　ゴルフ部	 20,000 円
牛久市レクリエーション協会	 20,000 円
やどかり介護・歩む	 1,000 円
HIRO	LANI	フラスタジオ　Hoike　御一同	 114,532 円
６月
横井恒夫	 紙おむつ
匿　名	 大人用紙パンツ1袋、尿取りパット2袋
サイトウコーヒー	 117,180 円
（宗）雲國寺	 米 20㎏×4袋

牛久スポーツダンスクラブ	 10,000 円
親和会（女化西シニアクラブ）	 雑巾 100 枚
匿名	 2,350 円
やどかり介護・歩む	 1,000 円
７月
中山育美	 手芸用品等
匿名	 紙おむつ
傾聴ボランティアちわわ	 3,000 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
2017.1 ～ 12 月号　計 12冊

匿名	 絵本 26冊
わくわく保護者会	 雑巾 60枚、キッチンタオル 40枚
やどかり介護・歩む	 1,000 円

心のこもった善意ありがとうございました（令和元年５月〜年７月末）

平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金の御礼

そもそも
どういう制度なの？

手続きが大変そう…
費用が心配…

参加費は無料‼



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。
　今年度より該当者調査は実施せず、ご本人様からの参加申込みへ変更となりました。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。皆様ぜひご参加ください。

◆日　時	 令和元年11月16日（土）　午前11時開会
◆場　所	 牛久市総合福祉センター（女化町859番地3）
◆対象者	 	市内にお住まいで、2019年1月1日から2019年12

月31日の間に婚姻後満50年（昭和44年以前に婚姻
届出）を迎えられるご夫婦

◆内　容	 ご夫妻での記念撮影、式典
◆申　請	 	9月30日（月）までに、社会福祉協議会へご連絡く

ださい。
◆申請及び問合せ	
	 	牛久市社会福祉協議会	

　電話：871-1295　FAX：871-1296

◆日　　時	 10月15日	（火）　午前9時30分～午後3時
◆集合場所	 牛久運動公園　体育館側駐車場	（下根町1400番地）
◆目 的 地	 	茨城県庁の見学	

モダン懐石「とう粋庵」での昼食
◆内　　容	 参加者同士の懇談、情報交換
◆対 象 者	 	介護をしている方、介護経験のある方	

※お仕事での経験は含まれませんので	
　ご了承ください。

◆定　　員	 25名 （定員になり次第締め切ります）
◆昼 食 代	 1,000円
◆申 込 み	 10月4日	（金）までに電話または直接事務所へ	
	 お申し込みください。	
	 牛久市社会福祉協議会	
	 　電話：871-1295　FAX：871-1296

令和元年度牛久市合同金婚式開催　　　　　　

　　　介護者の集い

ご出席を希望される方は
お申し込みください

日頃の心身のリフレッシュを図りませんか！
家庭における介護の悩みや体験をお互いに語り合いましょう

～昨年度の介護者の集い～


