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新年のごあいさつ

介護サロンぬくもり

～集いの場再開！～

介護サロンぬくもりは、介護経験者のグループ「和の輪の会」の協力を得て、介護している方、
また介護を受けている方もご一緒におしゃべりをしながら、楽しいひと時を過ごしていただく機会
として、毎月 10 日に開催している活動です。

つながりを絶やさない
まちづくりをめざして

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、3 月からの休止を経て、9 月より感染症対策
を徹底し再開いたしました。久しぶりに参加者同士顔を合わせ、近況報告や情報交換をして笑顔が
絶えない時間となりました。
まだ続くコロナ禍の中、不安を抱えながら在宅で介護されている方などぜひご参加ください。ま
た、参加される際は、事前の検温やマスクの着用、マイボトルの持参等にご協力をお願いいたします。
なお、感染状況により中止する場合がございますのでご了承ください。

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。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、それぞれの日常生活において、ご自身
の生活に合った「新しい生活様式」を実践いただき心より感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大から一年がたち、私たちの生活は大きく変化しました。
長引く感染症の影響により、健康や暮らしに不安を覚えお過ごしの方もいらっしゃると思い
ます。
牛久市社会福祉協議会は、このような状況にあっても地域のつながりが途切れることなく、
誰もが孤立しないまちづくりを、市民の皆様とともに目指してまいります。
これからも地区社会福祉協議会（略称：地区社協）と連携しながら、皆様の健康を第一に
考え、無理のない範囲で支え合い・助け合いの活動を進めてまいります。

＊事前予約なし

１／８（金）

中

２／４（木）

牛久市保健センター

集団検診室（1 階）

３／９（火）

牛久市保健センター

集団検診室（1 階）

【問合せ】牛久市社会福祉協議会

止

電話 871-1295

歳末たすけあい運動地域ふれあい訪問事業
～つながりを絶やさないためにできること～

この事業は、共同募金運動の一環として「みんなで
ささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに、
住民の皆様のご協力により集められた「歳末たすけあ
い募金」を財源に、行政区や民生委員児童委員、地区
社協など地域の皆様の協力のもと、75 歳以上の一人

また、誰もが住み慣れた地域で安心した暮らしをおくれる

暮らし高齢者の方々を訪問し、つながる機会を持つこ

ように、地域包括支援センターや成年後見サポートセンター、

とによって、身近な地域の見守り体制づくりの契機と

生活支援・相談センターの更なる拡充を図ります。
そして、地域や小学校と連携した保育園事業、福祉サービ
スの充実にも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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今後の予定

して行っています。
今年度は、コロナ禍における活動のため、無理のな
い範囲で、ソーシャルディスタンスを保ちながらの訪問をお願いし、市内全域で約 1,500 名の皆様
にお手土産を添えての訪問活動が行われました。「来てくれてありがとう。」「コロナが早く収まる
といいね。」と、皆様から感謝の言葉やコロナへの不安な声が届きました。これをきっかけに、少
しでも安心の輪が広がれば良いと思います。
ご協力いただいた地域の皆様ありがとうございました。
･3

社協の

地域活動支援センター
身体障害者デイサービス

障害福祉サービス
・
障害児通所支援

18 歳以上の身体に障がいのある方に対して、食事
や移動などの日常生活動作訓練、買い物・調理・交
通機関の利用などの社会生活動作訓練、また、陶芸
や籐細工などの創作活動を行っています。
「訓練活動」

事 業紹 介

と「生きがい活動」を柱に、自立や社会参加を促進し、
生きがいのある生活が営めるよう支援しています。

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や子育てをサポートし
ています。ご家族の方からのご相談を受け、支援の必要なお子
さんには、親子通園での、個別あるいは小集団による療育プ
ログラムを提供しています。また、ご
家族の方向けの勉強会や、幼稚園・保
育園への訪問支援なども行っています。

放課後等デイサービスすてっぷ

お子さんの発達についてご心配があれ
ば、まずはお気軽にご相談ください。

知的障害者デイサービスわくわく

小学生から 18 歳までの就学中の障がいのあるお子さ
んに対して、放課後や土曜日、夏休み等の長期休みに、

18 歳以上の知的障がいのある方に対して、パン・クッキーの製造・

小集団で行うゲームや創作活動、お子さん一人ひとりの

販売、ブラシなどの袋入れの軽作業、日常生活でできることを増や

特性に合わせた数の計算やルールの確認などの個別指導

すために買い物や掃除などの生活訓練、身体機能の維持・向上のた

等を通じて、将来の自立に向けた様々な可能性を広げら

めの運動や壁画作りなどの創作活動を行っています。利用者の皆さ

れるように支援しています。また、看護師が常駐してい

ん一人ひとりが働く

るので、たん吸引や経管栄養などの医療的なケアが必要

喜びや、やりがいを

なお子さんも、安心して過ごせます。

持って日常生活を豊
かに過ごせるように、

障害者相談支援事業所エール

地域で自分らしく暮
らしていけるように
支援しています。

障がいのある方の日常生活全般の困
りごとや福祉サービスの利用等につい
てのご相談をお受けし、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。
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赤い羽根募金 ご報告
共同募金

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。
街頭募金は、例年たくさんのボランティアの皆様にご協力をいただいておりましたが、本年は新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、募金活動を職員で行いました。
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。

牛久市佛教会から「歳末たすけあい募金」のご寄付
牛久市佛教会の皆様による「歳末たすけあい托鉢行脚」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
実施が見送られ、佛教会に所属する８寺院（正源寺、長泉寺、薬師寺、観成院、雲國寺、観音寺、金剛院、
東林寺）に設置された「皆様の心を紡ぐ浄財箱」によるご寄付を 12 月
７日にお持ちいただきました。
当日は、会長で正源寺住職の小林良雄様、副会長で長泉寺住職の飯塚
憲順様がお持ちくださり、直接本会会長の根本市長に手渡されました。
皆様から寄せられた温かい浄財は、牛久市社会福祉協議会を通じて、
市内にお住まいの要援護世帯の方々に歳末見舞金として大切に使わせて
いただきました。
牛久市佛教会様、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

赤い羽根共同募金
総額 8,014,200 円

セブン ‐ イレブン・ジャパンよりご寄付

＊世帯を対象とした「戸別募金」15,874世帯
7,652,160円
＊駅前での ｢街頭募金｣

去る11月26日、セブン-イレブン·ジャパン様の寄贈品贈呈式を
執り行いました。

19,728円

＊店舗のご協力による ｢店頭募金｣

この度は、令和2年3月にセブン-イレブン·ジャパン、茨城県、茨

3,375円

城県社会福祉協議会で締結されました「社会福祉貢献活動にかかる

＊福祉教育を目的とした ｢学校募金｣ 178,387円
＊職域募金

寄贈品に関する協定」に基づき、店舗改装時等に発生する在庫商品

139,027円

＊募金箱

となった多くの食料品や日用品をいただきました。

5,695円

＊匿名

いただいた寄贈品につきましては、生活が困窮状態にある世帯

15,828円

への支援や、子ども食堂の食材やおやつ等で有効に活用させてい
ただきました。

歳末たすけあい募金
総額 5,133,488 円
＊世帯を対象とした「戸別募金」15,960世帯
4,940,390円
＊グループ麦わら帽子様
＊牛久市佛教会様
＊匿名

10,000円

温かいご芳志に感謝申し上げます。ありがとうございました。

月末）
心のこもった善意ありがとうございました （令和 2 年 8 月～ 10
（敬称略）
▲ 牛久駅・ひたち野うしく駅での街頭募金

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。

180,098円
3,000円

やどかり介護・歩む 青田 政則
（株）美都住建

（令和２年 12 月７日現在）

協力会

忠

▲ ヨークベニマルひたち野うしく店での店頭募金

30,000 円

1,000 円

匿名

切手帳 2 冊

30,000 円

やどかり介護・歩む 青田 政則

1,000 円

10 月

9月
田中

日本鳴く虫保存会茨城支部

3,000 円

古河ヤクルト販売（株）

44,000 円

渡部

100,000 円

前頭

車椅子、エアーマット

仁

岡田地区スポーツ交流会
鶴長 文正

4,430 円

美津子

タオル 83 枚、靴下 29 足

フェイスシールド102枚

（株）チャンス

6･

藤田

8月

善一

やどかり介護・歩む 青田 政則

1,000 円
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うしくファミリーサポートセンター協力会員養成研修
～地域の子育てをサポート～

保育や徒歩での送迎、家事援助等で、子育て家庭の「困った」をサポートして
くださる有償ボランティアを募集しています。
空いている時間に、無理のない範囲（１回 30 分～）でできる活動です。
子どもが好きな方、地域の子育てにご協力をお願いいたします。
●日

時

令和３年１月 22 日（金）午前 10 時～午後 4 時 30 分
１月 25 日（月）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
１月 26 日（火）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分

●会

場

牛久市役所分庁舎２階会議室

●内

容

子育て支援に関する講義、応急処置・AED など

●対象者

保育の知識や経験のある方、または育児経験のある方で研修全日程に参加可能な方
※令和３年 1 月 15 日（金）までに、電話または直接事務局へお申し込みください。

【申込み・問合せ】 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会（牛久市中央 3-15-1 市役所分庁舎１Ｆ）
電話 870-1001

FAX 871-1296

※新型コロナウイルス感染症の状況により、延期もしくは中止の可能性があります。ご了承ください。

～ 令和2年度 牛久市社会福祉大会の中止について ～
地域における住民同士のつながりを深め、様々な生活課題を地域で解決することが
できる、支え合い助け合いのまちづくりを進めるため、その契機として 2 年に一度開
催する「牛久市社会福祉大会」は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、市
民の皆さんの健康を第一に考慮し、開催を中止させていただくこととなりました。
また、ボランティア活動など地域福祉の増進にご貢献された表彰受賞者は 42 組、感謝状受賞者は 74
組です。（令和 2 年 12 月 1 日現在）なお、受賞された皆様へは賞状を後日、郵送させていただきます。
皆様におかれましては、日頃より地域福祉活動の推進にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。
今後とも、ご支援ご協力をお願いいたします。

社会福祉法人

〒 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
〒 300-1214 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

牛久市社会福祉協議会

「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

〒 300-1221 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

〒 300-1211 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

〒 300-1288 茨城県牛久市久野町 725 番地
おくの義務教育学校 北校舎内
奥野さくらふれあい保育園
電話（029）８７５－００５６
FAX（029）８７５－０６３０

〒 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

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

