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◆戸別募金（15, 762世帯）	 7, 558, 123円
◆街頭募金	 9, 851円
◆店頭募金	 6, 283円
◆学校募金	 262, 455円
◆職域募金	 166, 459円
◆ＤＭ法人募金
　・（有）マツザカハウス	 100, 000円
　・（株）イケノベ	 10, 000円
◆個人募金
　・福山正夫	 1, 000円
　・匿名（３名）	 4, 622円
◆その他
　・募金箱	 315, 411円
　・イベント募金	 4, 000円
　・自動販売機募金	 2, 616円
　・オンライン募金	 2, 000円
　・a u P A Y募金	 31円

赤い羽根募金　寄付額 8,516,921 円

災害義援金

カプセルトイ募金　寄付額 62,900 円ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金のご報告のご報告
　本年度の募金活動は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとりながらの活動となり、街頭及び
店頭募金は職員のみで実施しました。
　また、新たな募金活動として、「寄付付き商品」「カプセルトイ募金」「DM法人募金」を実施し、多
くの皆様にご協力いただき、ありがとうございました。
　赤い羽根共同募金は、皆様からお寄せいただいた募金の約 70％は市内で実施される福祉活動に、約
30％は茨城県内の福祉施設整備や災害支援等に活用させていただきます。	 （令和４年２月 28日現在）

敬称略・順不同

▲マルシェにてPR活動

▲缶バッジ製作：知的デイわくわく ▲何が出るかはお楽しみ♪

▲店頭募金でご協力いただきました

▲募金運動PRをガールスカウト
　の皆さんの声でお届け

▲カプセルトイの当たりでにっこり

企業名：牛久市知的障害者
　　　　デイサービス「わくわく」
期　間：10/12 〜 12/31
内　容：プレーンパン１個につき 10円

～いばらき“つなぐ”プロジェクト～
赤い羽根寄付付き商品 寄付額 11,170 円

企業や事業所などの商品をご指定いただき、その売上の一部を募金としていただきました。

　共同募金が皆様の身近なものになればとカプセルトイ募金を実施しました。
社協の福祉事業所の利用者の皆さんが製作した缶バッジやストラップ等をカプ
セルに入れ、子どもからお年寄りまで、楽しみながら募金に参加していただき
ました。

◆歳末戸別募金（15, 815世帯）	 4, 878, 208円
◆団体・個人募金
　・グループ麦わら帽子	 13, 000円
　・牛久市仏教会	 180, 989円
　・牛久葬儀社	 10, 000円
　・ガールスカウト茨城県第27団	 10, 000円
　・山﨑武治	 70, 000円
　・匿名（1団体・4名）	 25, 189円

歳末たすけあい募金　寄付額 5,187,386 円 敬称略・順不同

▲ガールスカウト茨城県第27団▲牛久市仏教会

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。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活
が困窮している人たちへの食や住居などいのちに
直結する支援をするため、寄付金を募りました。
お預かりした寄付金は、茨城県共同募金会による
「つながりをたやさない社会づくり助成」として
対象団体へ役立てられました。
【募金箱】
　・市役所本庁舎
　・社協各所（分庁舎・福祉センター・のぞみ園・保育園）

　国内で発生した大規模災害による被災者を支援す
る義援金を募りました。お預かりした義援金は、中央
共同募金会を通じて被災地へお届けします。（敬称略）
【令和 3年７月大雨災害静岡県義援金】※終了
　福山正夫　　287円
【令和 3年大雨災害義援金】
　山内洋子　5,000 円
【現在受付中】
◆平成30年７月豪雨災害義援金　※R4.6/30まで
◆令和３年大雨災害義援金　※ R4.3/31 まで

【問合せ】	茨城県共同募金会牛久市共同募金委員会
　　　　	TEL029-871-1295/FAX029-871-1296

赤い羽根のつかいみちは赤い羽根データベース
「はねっと」をご覧ください

【ご協力いただいた設置場所】
　・ウエルシア薬局　市内４店舗
　・ポケットファームどきどき	つくば牛久店
　・ヨークベニマル	ひたち野うしく店
　・ツルハドラッグ	ひたち野うしく店
　・市役所本庁舎
　・市保健センター
　・市総合福祉センター
　・市社協	ボランティア市民活動センター

令和３年赤い羽根新型コロナウイルス
子どもと家庭支援募金

寄付額　60,583 円
寄付額 5,287 円
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市社協では、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行っています。

本号ではその中で、市総合福祉センター及びこども発達支援センターのぞみ園で行っている事業を紹介します。
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障がいのある方の暮らしのことや仕事のこと、将来のことなどの心配ごとや福

祉サービス利用等に関して、福祉に関する知識や経験を持った職員が相談をお

受けし、解決に向けてお手伝いをします。どうぞお気軽にご相談ください。

電話　０２９－８７１－１８４１

こども発達支援センターのぞみ園

障害者相談支援事業所
エール

0歳から就学前までの乳幼児期のお子さんの発達や子育てのサポートをしています

電話　０２９－８７０－４３２０

専門職によるリハビリと、自分でも継続して取り組
める自主トレーニングを行っています。行きたい所
に一人でも行けるようになる、仕事や家事ができる
ようになる・・・訓練することで、生活が変わります！

陶芸・籐細工・絵画などの創作活動、スポーツレ
クリエーションや外出活動などを行っています。	
ご利用者様同士が仲間となって支えあい、楽しく
活動しています。ご一緒にどうですか？

地域活動支援センター 身体障害者デイサービス
身体に障がいのある方が、より豊かな生活を送れるように応援します

電話　０２９－８７１－４３８４

専門職によるリハビリの様子専門職によるリハビリの様子 創作活動　レジンアクセサリー作り創作活動　レジンアクセサリー作り
<就労継続支援事業B型>

パン・クッキー・ラスクを製造・
販売しています。皆様からのお
いしいという声が仕事を頑張れ
る源です！

<自立訓練事業（生活訓練）>
自動販売機で買い物訓練中。
何の飲み物にしようかな〜

<生活介護事業>
赤い羽根共同募金カプセルトイ
募金の缶バッジ製作中。ぜひ募
金をして缶バッジを手に入れて
ください！

知的障害者デイサービスわくわく
知的障がいのある方への支援を行っている多機能型の事業所です

電話　０２９－８７１－４３８４

マグネットつきのつりざおで魚つり！色々な年齢
のこども達が一緒にゲームや創作に取り組んでい
ます。

こども達の可能性を広げるために、一人ひとりに
合わせた文字や数の学習、軽作業の練習などを
行っています。

放課後等デイサービスすてっぷ
障がいのあるお子さんが、放課後や学校がお休みの日に安心して楽しく過ごし、様々なこ
とを学べる場所です	 電話　０２９－８７１－４３８４

施設見学等は随時行っております。
見学大歓迎です！ご興味、関心のある方
ぜひお気軽にお問合せください。
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社 協 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 紹 介
○市総合福祉センター（女化町859-3　カントリーライン沿い）

○こども発達支援センターのぞみ園（柏田町3047-19	旧牛久法務局跡）
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『声の広報』音訳ボランティア養成講座開催！
～声で届けるサポート～

　牛久市には、小学校区単位に地域の皆さんが主体的に地域福祉活動を推進する「地区社会福祉協議会（地
区社協）」が組織され、さまざまな支え合いの活動が進められています。
　今回は、地区社協で行っている「介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスＢ」と「地区社協ボラ
ンティア移送サービス」を紹介します。皆さんも、地区社協の活動に、ぜひご参加ください。

　牛久市社会福祉協議会では、視覚障害者の方を対象に、社協広報紙を音声にしてお伝えする『声の広報』
を発行しています。今回、この事業にご協力いただく音訳ボランティアの養成講座を開催します。
　「音訳について学びたい」「自分に出来るボランティアを見つけてやってみたい」など、音訳ボランティア
に関心のある方参加してみませんか？
　今回の募集は、音訳ボランティアの基礎を学んで、『声の広報』音訳ボランティアとして協力いただける方
限定です。まずは気軽にお問い合わせください。

日　程：5月〜 8月（右記参照）
　　　　10：00〜 12：00（全 10回）
場　所：牛久市中央図書館　視聴覚室
　　　　（牛久市柏田町 3304 ー 1	）
内　容：音訳・読み方の基礎
　　　　パソコンを使った録音と編集他
対象者：市内在住で概ね 70歳までの方
　　　　簡単なパソコン操作が出来る方
　　　　全日程参加できる方
受講料：無料
定　員：8名（応募者多数の場合抽選）
講　師：牛久朗読ボランティアの会

　この活動は、介護予防・日常生活支援総

合事業の一環として、地域の皆さんが主体

となり、地域の介護予防のために、定期的

に簡単な体操やレクリエーション、おしゃ

べりなど皆さんで楽しい時間を過ごす居場

所づくりです。

　この活動は、地域のボランティアの皆さ

んにご協力いただき、高齢者の方等を対象

に、買い物や通院等の外出をサポートする

ボランティア移送サービスです。 令和４年度福祉タクシー利用券の交付

地域で広がる　支え合いの輪

［活動状況 ]

　・牛久小学区地区社協「サロンとまり木」

　　　毎週金曜日

　　　10：00～ 12：00

　・二小学区地区社協「サロンむつわ」

　　　毎週金曜日

　　　10：00～ 12：00

［活動状況 ]

　・二小学区地区社協

　　　毎週火・金曜日の午前・午後

　・岡田小学校区地区社協

　　　毎週月・水・木曜日

　・向台小学校区地区社協

　　　毎週月・火・金曜日

地区社協ボランティア移送サービス

介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスB

【問合せ】　牛久市社会福祉協議会　電話：029-870-1001

ボランティ
ア

大募集

　地区社協では、空いた時間にできる範囲内で協力いただけるボラ
ンティア（運転者等）を募集しています。
　各地区社協で活動内容等が異なりますので、関心のある方は、市
社会福祉協議会までお問い合せください。

日程（予定） 内容

第 1 回 5月 10日 開講式 / オリエンテーション　
視覚障害者への音訳入門

第 2 回 5月 17日 文章の意味をつかみ、意味通り
読む

第 3 回 6月　7日 言い換え、補足説明、
写真や図表の読み方を学ぶ

第 4 回 6月 14日 デイジーとは・録音と編集の
ポイントを学ぶ

第 5回
〜第 8回

6月 21日
〜7月 19日

声の広報・デイジー縮小版を
製作する

第 9 回 8月　2日 「こんにちは社協です」の音訳を
する

第 10回 8月　9日 声の広報・デイジー縮小版を聴
く /閉講式

【問合せ・申込み】　牛久市ボランティア・市民活動センター（牛久市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　電話：029-870-1001

　重度の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が通院等で利用するタクシーの「初乗り運賃」を助成
する「福祉タクシー利用券」を交付します。（年 1回・再交付不可）

■対象者
　市内に住所があり、次の①〜③のいずれかの手帳
をお持ちの方
　①　身体障害者手帳 1・2級の方
　②　療育手帳Ⓐ、Ａの方
　③　精神障害者保健福祉手帳 1級の方
　※ただし、本人若しくは家族が、自動車税の減免

を受けている方は対象外となります。
■申請に必要なもの
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳のいずれか

■交付開始日
　令和 4年 3月 22日（火）から交付開始
　※現在交付されている方には、事前に通知いたし

ます。
■交付時間
　午前 9時〜午後 5時
　月曜日〜土曜日（祝日除く）
■交付場所　＊問合せも同様
　牛久市社会福祉協議会
　電話：029-871-1295



ハートフルクーポン券・各種クレジットカード
うれしくってカード取り扱いできます。
詳しくはホームページ『河合畳店』検索

牛久市南　☎ 029-873-0199

一級畳製作技能士の店

河 合 畳 店

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。

社会福祉法人 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。

氏名・団体名 金　額

古河ヤクルト販売株式会社　山浦　博 58,000	

サロン・シャレール 119,000	

やどかり介護・歩む　青田政則11月 1,000	

やどかり介護・歩む　青田政則12月 1,000	

やどかり介護・歩む　青田政則1月 1,000	

岡田地区更生保護女性会　ほしの子サロン 13,007	

一般社団法人　竜ヶ崎法人会 44,000	

牛久市スポーツウェルネス吹矢協会
牛久中央支部 26,860	

氏名・団体名 物　品

匿名 ボアシーツ6枚、毛布3枚、
ひざかけ2枚、紳士肌着2枚

野村辰雄 電子ピアノ

（宗）雲國寺 米30kg ×2袋

シニアクラブさくら台
親和会 雑巾100枚

岡田地区更生保護女性会
ほしの子サロン クレヨン9セット ･ブロック

氏名・団体名 金　額

㈱ヒュリカ　津野一彦 20,000	

牛久大仏・牛久浄苑 100,000	

小林眞吾 200	

西野玲子 9,467	

有川洋文 5,000	

有限会社鈴木工務店 10,000	

匿名 10,000	

土浦友の会　牛久支部 5,000

氏名・団体名 物　品

匿名 テレビ

佐藤幸子
古手英子

クリスマスプレゼント50個
（におい袋・スタンド付き）

匿名 タオル26本、スリッパ18足

㈱ヒュリカ　津野一彦 手帳５冊、古切手

牛久市民生委員
児童委員協議会

クリスマスプレゼント50個
（お菓子類、折り紙等）

不要な不動産買取りいたします。

空家にしている住宅ございませんか。

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。

心のこもった善意をありがとうございました
（令和3年 11月～令和 4年１月末）

（敬称略）〇寄付金

〇寄　贈


