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新 年 の ご あ い さ つ

誰もが安心して
暮らせる社会に

社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会

会長　根 本 洋 治

　新年おめでとうございます。皆様には、健やかに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。

　令和の時代が始まり、福祉を取り巻く環境も大きく変わりつつあります。
　団塊世代が75歳以上になる「2025年」が目前となり、その先には団塊ジュニアといわれる
世代が65歳以上となる「2040年」が待ち受けます。2040年には、高齢者人口が約4,000万人に
達する一方で、現役世代が急速に減少します。
　人口構造が大きく変化し、福祉課題の多様化が進む中で、誰もが安心して暮らせる社会をつ
くるためには、家族や仲間、地域のつながりをさらに深め、今までの福祉事業に加え、新たな
取り組みにも挑戦することが重要だと考えます。

　牛久市社会福祉協議会は、これまで以上に、支え合い・助け合いの地域づくりを進めるため、
「地区社会福祉協議会（略称：地区社協）」との連携を強化し、元気でいきいきとした地域のさ
まざまな活動を積極的に支援いたします。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援体制として、地域包括支
援センターや成年後見サポートセンター、権利擁護支援のために仕組み作りの拡充を図ります。
　そして、地域や小学校と連携した保育園事業、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。
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親族後見人向け　後見活動勉強会

　当会では本年度の4月から、成年後見制度利用促進に伴う中核機関業務を牛久市から受託し、
運営をスタートしました。
　当事業は、成年後見制度を利用する方を中心とした支援者が集まる「チーム」をバックアップ
するため、司法・医療・福祉・行政などの連携を推進し、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」
の構築を図ります。

広めよう　権利擁護支援の仕組み！！
（成年後見制度利用促進に伴うネットワーク作り）

　親族後見人等に対し、成年後見制度についての理解をより深め、今後の成年後見活動に役
立てていただくことを目的に開催します。お気軽にご参加ください。

・日　　程� 令和２年２月12日（水）　14:00 〜 15:30
・場　　所� 牛久市中央生涯学習センター　大講座室
・対 象 者� ①親族として成年後見人等をつとめている方
� ②親族としてこれから成年後見人等になるか検討している方
� ※①．②とも本人や成年後見人等が牛久市在住の方
・講演内容� ①後見活動のポイントと注意点（60分）
� ②家庭裁判所の役割と後見事務報告書の作り方について（30分）
・講　　師� ①公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート茨城支部会員
� ②水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部書記官
・定　　員� 40名
・参 加 費� 無　料
・申 込 み� 牛久市社会福祉協議会　地域福祉担当　　電話 871-1295
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社協の障がい通所事業所・相談支援事業所紹介
牛久市社会福祉協議会では、障がいのある方が地域で安心して暮らせるように、それぞれの特性に合わせた様々な事業を展開しています。

＜ 小集団指導 ＞ ＜ 個別指導 ＞ ＜外出活動　ジャガイモ掘り＞ ＜美術展で表彰されました＞

＜創作活動　籐細工＞ ＜座位でのトレーニング＞＜生活介護　散策活動＞ ＜パン・クッキー製造＞

＝指定障害児通所支援事業（多機能型）＝

こども発達支援センターのぞみ園

　０歳から就学前までのお子さんの発達を支援しています。
個別や小集団による療育プログラムを提供することでお子さ
んの様々な発達を促します。また、ご家族向けの勉強会や、
幼稚園・保育園への訪問支援なども行っています。

　小学生から18歳までの障がいのあるお子さんに対して、
一人ひとりの特徴に合わせた個別の指導や、創作活動やゲー
ム活動など様々な活動を通して、将来の自立に向けて支援し
ています。

　18歳以上の身体に障がいがある方に対して、その方に合
わせたリハビリなどの訓練活動や、生きがいのある生活が送
れるよう、陶芸・籐細工等の趣味活動や、スポーツレクリエー
ションを行っています。

　18歳以上の知的障がいのある方に対して、就労継続支援
事業(Ｂ型)、自立訓練(生活訓練)事業、生活介護事業を行い、
ご本人の自立や地域で自分らしく暮らして行けるように支援
しています。

　障がいのある方の日常生活全般の悩み事
や福祉サービスの利用等についてのご相談
をお受けしています。
　情報提供や助言、障害福祉サービス利用
のためのプラン作成等を行っています。

＝指定放課後等デイサービス事業＝

放課後等デイサービスすてっぷ

＝地域活動支援センター＝

身体障害者デイサービス
＝指定障害福祉サービス事業（多機能型）＝

知的障害者デイサービスわくわく

＝指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業＝

障害者相談支援事業所エール
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赤い羽根共同募金 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、歳末たすけあい募金は、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」� 16,081世帯
� 7,790,050円
＊駅前での ｢街頭募金｣� 120,851円
＊店舗のご協力による ｢店頭募金｣� 16,562円
＊福祉教育を目的とした「学校募金」� 256,463円
＊Waiワイまつり� 18,624円
＊そのほか
　職域募金、募金箱� 151,814円
　匿名� 10,482円

＊世帯を対象とした「戸別募金」� 16,166世帯
� 4,980,659円
＊そのほか
　牛久市佛教会様� 260,522円
　グループ麦わら帽子様� 10,000円
　匿名� 3,000円

� （令和元年12月12日現在）

赤い羽根共同募金
総額 8,364,846 円

歳末たすけあい募金
総額 5,254,181 円

地区社協の皆さんによる店頭募金

ボランティアやボーイスカウトの皆さんによる街頭募金



･7

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）

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。（敬称略）

・匿　名　10,000 円　　　　・牛久大仏・牛久浄苑　100,000 円

ただいま下記の義援金を募集しています。ご協力をお願いいたします。
・平成28年熊本地震義援金� ・平成30年7月豪雨災害義援金
・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金� ・令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金
・令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金� ・令和元年台風第19号災害義援金

８月

（株）国分建設� 26,667 円

匿　名� （とろみ剤）アサヒとろみエール 2箱

匿　名� おぼん 2枚

やどかり介護・歩む� 1,000 円

９月

匿　名� タオル 91本　シーツ1枚

日本鳴く虫保存会茨城支部� 3,000 円

匿　名� 紙おむつ

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

岡田地区スポーツ交流会� 14,674 円
茨城YMCA牛久センターチャリティーゴルフ� 10,000 円
やどかり介護・歩む� 1,000 円

10 月

ダンスサークル萌� 20,000 円
匿　名� 歩行器
やどかり介護・歩む� 1,000 円
古河ヤクルト販売株式会社� 50,000 円

心のこもった善意ありがとうございました（令和元年 8月〜 10月末）

牛久市佛教会による 「歳末たすけあい托鉢行脚」

令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金（令和元年8月〜 10月末）

　去る12月6日、牛久市佛教会の皆様による托
鉢行脚（たくはつあんぎゃ）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。
　肌寒いなか下町の観成院を出発、「歳末た
すけあい」ののぼりを先頭に、錫杖の音を響
かせながら、牛久市役所までの道程で行われ、
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。



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

牛久市社協HP・
facebook・twitter
随時更新しています。
ぜひご覧ください。

ホームページ facebook twitter

令和元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。（敬称略）

・荒川沖ハイヤー（株）牛久営業所	 ・（有）栗原酒店
・綾部電気管理事務所	 ・（有）牛久建装
・兼久歯科医院	 ・（有）倉持
・鯱梱包運輸（株）	 ・（株）村山興業
・（株）サポート（漢方薬局	薬心堂）	 ・ひたち野ファミリークリニック
・（株）ミヤモト開発	 ・（有）宮本総業
・（株）雄建	 ・コーワ技研（株）牛久営業所
・（有）みやもと葬儀	 ・茨城ＹＭＣＡ牛久センター

令和元年度　法人会費のご報告（令和元年 8月〜 10月末）

子育て講演会〜遊びと防災〜
日頃から防災への備えが大切。
遊びを通して、家庭の防災対策を考えるきっかけにしませか。
ぜひご家族でのご参加をお待ちしています。

・日　　程	 令和2年1月25日(土)　　10:00 〜 11:00
・会　　場	 牛久市ボランティア・市民活動センター (牛久市役所　分庁舎１階)
・対 象 者	 牛久市在住の妊産婦とそのご家族、未就学児のいるご家庭
・内　　容	 講話　「小さなお子さんを守るパパとママの防災術」
	 講師　一般社団法人ままもり代表理事　宮下　嘉代子　氏
・定　　員	 15組
・締　　切	 令和2年1月10日(金)
・申込方法	 電話もしくは直接来所にてお申し込みください。
・問い合せ	 ファミリーサポートセンター　　電話：870-1001
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