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◆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

◆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策定
◆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
◆地区社協ボランティア移送サービス事業
◆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
◆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　
◆地域かわら版普及事業
◆「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
◆牛久市社会福祉大会の開催

◆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
◆認知症初期集中支援事業
◆認知症ケア向上推進事業
◆自立相談支援事業
◆見守り台帳整備事業
◆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
◆成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業
◆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

◆計画的な職員の採用及び育成・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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令和４年度牛久市社会福祉協議会一般会計資金収支予算
収 入　1,611,104千円 支 出　1,611,104千円

会費収入 11,000
寄付金収入 906

補助金収入 43,720

共同募金配分金収入
12,293

受託金収入
282,246 貸付事業等収入

100

事業利用料収入
1,542

介護保険
事業収入
140,998

障がい福祉
サービス等
事業収入
260,871

保育事業収入
503,456

雑収入 3,283

積立資産
取崩収入
2,000

退職手当取崩収入
5,950

施設整備等
補助金収入
1,000

前期末
支払資金残高
341,711

預金利息収入 28
法人運営事業
142,301

調査企画広報事業
ボランティア市民活動
センター事業
8,014

共同募金配分金事業
15,125

資金貸付事業
608市受託事業

192,263

成年後見
サポートセンター
事業 11,810

介護保険事業
129,706

障がい者
支援事業
354,841

保育園事業
486,796

当期末支払残
269,640

（単位：千円） （単位：千円）

その人らしい生き方を
支援する

地域の福祉力を
高める

地域住民の生活課題を
解決する

役に立つ組織に
再構築する

　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。

　市民の皆様、法人・事業所の皆様からの会費は、
社協の地域福祉事業に活用させていただいており
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

社会福祉協議会（略称：社協）とは 社協会員とは

～　令和４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。

　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。

令和３年度の会員数は

一般会員 16,090世帯
特別会員 46世帯
法人会員 277社

　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。

令和４年度社協会員の募集を開始します令和４年度社協会員の募集を開始します

皆様のご協力をお願いします皆様のご協力をお願いします

みんなでつくるみんなでつくる

支えあう支えあうまちづくりまちづくり
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こんにちは！社協の保育園ですこんにちは！社協の保育園です
　牛久市社会福祉協議会で実施している「ふれあい保育園」は隣接する小学校や
地域の皆様と連携し、よりよい子どもの育ちを支援しています。
　子ども達は、地域の皆様にも見守られながら、元気にすくすくと成長しています。

奥野さくら奥野さくら

ふれあい保育園ふれあい保育園

上 町上 町

ふれあい保育園ふれあい保育園

牛 久牛 久

ふれあい保育園ふれあい保育園

　保育室のすぐ隣に小学校の教室があり、校庭で
も一緒に関わる姿がみられます。
　音楽を通して感じる力・表現する力を育みます。
　体操を通して「できた！」という達成感を味わ
います。

　自然に恵まれた素晴らしい環境です。
　近隣にはリンゴ園もあり、秋にはリンゴ狩りを楽
しみます。
　ネイティブの先生による英会話レッスンを行い「楽
しい」時間の中で英語に触れあうことができます。

　絵本の読み聞かせを通して、情緒の発達・
想像力・語彙力を伸ばし、豊かな心を育み
ます。

　この時期に本物の英語の発音に触れることは大
切です。
　おくの義務教育学校の図書館で毎週読書の時間
があります。
　沢山の本を読んで情緒豊かな子どもに育てます。

　小学校の広い校庭でのびのびと活動し、遊びを考えたり工夫したりしな
がら「興味・関心・意欲」を高めています。
　お散歩コースに恵まれ、自然に触れあいながら豊かな感性を育み、健康
でバランスのとれた心と身体づくりを心掛けています。

　「城中太鼓」を取り入
れ、地域の伝統的な文化
を知り、みんなで演奏す
る楽しさを味わいます。

地域で を応援します!子育て

　子育てサロンは、子育て中の方などが集まり、楽
しく仲間づくりができる交流の場です。
　地域のみなさんが、子育てサロンを支えてくれ
ています。
　サロンでは、子育ての悩みなどを話し合ったり、
お母さん同士が情報交換などをして過ごします。
　いま、市内では６か所のサロンが楽しく活動し
ています。
　参加してみたい方、興味のある方は、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

【問合せ】　牛久市社会福祉協議会　電話：029-870-1001

子育てサロン地域で支える親子で集える交流の場

ファミリーサポートセンター
育児にがんばる人をサポート

育児の　援助を受けたい人　と　援助を行いたい人　を結びます

近くに頼れる人が

いないので、頼り

にしています。子

ども達も楽しみに

していて、とても

助かっています

一緒にいる時間が

楽しみです。

子どもたちの笑顔

に元気をいっぱい

もらいます

　ファミリーサポートセンターは、子育てを地域で相互援助するお手伝いをする活動です。
　育児の援助を受けたい人と行いたい人、それぞれが会員と
なり、ファミリーサポートセンターを介して、会員同士が支
え合います。

■□■ 会員同士で支え合う活動です ■□■

【問合せ】　牛久市ファミリーサポートセンター（牛久市社会福祉協議会）
　　　　　電話：029- 870- 1001

お気軽に問い合わせ
ください
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ご家庭に眠っている
食品はありませんか

　皆様のご家庭で、いただき物や、つい買いすぎてしまった缶詰やレトルト食品など、開封しないまま保管
されている食品がございましたら、提供にご協力をお願いします。
　皆様からの食品提供は、下記に設置した「きずなＢＯＸ（収集箱）」でお預かりし、NPO 法人フードバン
ク茨城が取りまとめしたうえで、市社会福祉協議会が連携して、生活にお困りの世帯にお渡しさせていただ
きます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●提供いただきたい食品　＊常温保存可能で、賞味期限が 2 ヶ月以上ある未開封のもの
　　　　　　　　　　　　＊生鮮食品は受付できませんので、ご了承ください。
●きずなBOX（収集箱）設置場所
　　　　　　　　　　　　＊牛久市役所　本庁舎ロビー　　　　＊牛久市ボランティア・市民活動センター
　　　　　　　　　　　　＊牛久市総合福祉センター　　　　　＊各生涯学習センター
　　　　　　　　　　　　＊牛久市中央図書館　　　　　　　　＊牛久市運動公園体育館　  ほか
【問合せ】　生活支援・相談センター（牛久市社会福祉協議会内）　電話：029-871-1295

企業・法人・個人事業主の皆様へのご提案です
「いばらき“つなぐ”“つなぐ”プロジェクト」参加店募集！参加店募集！

（敬称略）
氏名・団体名 金　額

Green Juice Competition 30,000
やどかり介護・歩む　青田　政則 1,000
上原　理恵 5,000

氏名・団体名 物　品
AGRI BATON PROJECT 絵本5冊
匿名 手作りぞうきん139枚
退職公務員連盟牛久茎崎支部
　中嶋　修 タオル417本

石川　秀子 タオル54本

　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。 （令和４年２月～令和４年４月末）

心のこもった善意をありがとうございました

〇寄付金 〇物品

～ きずなＢＯＸ設置 ～

　飲食店での食事や商品購入で寄付ができる「寄付付き商品」を通じて、企業・お客様・地域の支え合いの
輪が広がっていく、人と人のつながりを応援するプロジェクトです。

◆募集期間　　６月１日（水）～　７月２９日（金）
◆実施期間　１０月１日（土）～１２月３１日（土）
◆実施内容　ご指定商品の売上の一部を寄付として

いただきます。
◆応募方法　当委員会（社協）へご連絡ください。
◆そ の 他　・実施期間及び寄付金額は、ご自由にご

指定いただけます。
　　　　　　・当寄付は、全額を損金算入できます。

牛久市
共同募金
委員会

寄付付き商品R3年度わくわくパン

“寄付つき商品”で地域がハッピー

詳しくは社協HPを
ご覧ください。

就労準備支援カフェ就労準備支援カフェ

「働けない」「外に出られない」

「人間関係が苦手」など、

さまざまな理由で、社会に一歩

踏み出せないでいる人が、気軽

に集える居場所です。

興味のある方は、どうぞお越し

ください。

参加された方の声

　はじめは緊張したけれど、他の参

加者の皆さんやボランティアさんた

ちとゲームやおしゃべりをして、楽

しく過ごすことができました。

　これからも

参加したいと

思います。

就労準備支援カフェのご案内

◆日　時　毎週水曜日 10：30 ～ 12：00 開催
　　　　　6 月 1・8・15・22・29 日
　　　　　7 月 6・13・20・27 日
◆場　所　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　働きづらさを抱える人／家族以外との関わりが

少ない人など
＊就労相談を希望される方は、予約制となります。
＊新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、変更や

中止の場合があります。

牛久小地区カフェ
オープンします

６月から、牛久小学区地区社協事務所のお部屋で

「牛久小地区カフェ」をはじめます。

お近くの方で興味のある方は、ご参加ください。

予約は不要で、参加費は無料です。

◆日　時　　毎月第 1 木曜日 13：30 ～ 15：00 開催
　　　　　　６月２日、７月７日、８月４日
◆場　所　　牛久小学区地区社会福祉協議会　ホール
　　　　　　牛久市牛久町 2601-1（旧上町保育園）
＊新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、変

更や中止の場合があります。

一緒に何か

はじめません
か

【問合せ・相談の予約】
　生活支援・相談センター（牛久市社会福祉協議会内）
　電話：029-871-1295



1.　採用時期及び受験資格　普通運転免許を有し、それぞれの採用時期で、いずれかの資格のある方

２．募集人員　　各採用時期とも若干名
３．処 遇 等　　・月曜日から土曜日までのうち週５日　午前８：30 ～午後５：30 までの８時間勤務
　　　　　　　　　　＊配属先に応じて、シフトによる勤務の場合有り
　　　　　　　　・給与月額　一般職高卒　185,056 円以上　　　一般職短大卒　197,824 円以上
　　　　　　　　　　　　　　一般職大卒　213,056 円以上　　　保育士短大卒　196,144 円以上
　　　　　　　　　　　　　　保育士大卒　211,152 円以上　　　　※前歴換算有
　　　　　　　　・賞与　年２回（令和３年度実績 4.45 月）※初年度期間率による算出有り
　　　　　　　　・交通費（月額）は規程内において支給
　　　　　　　　・有給休暇は規程内において付与（年間 20 日）
　　　　　　　　・夏季休暇は規程内において付与（令和３年度実績５日）
　　　　　　　　・健康保険、厚生年金保険、雇用保険加入
４．採用試験　　●第一次試験　令和４年７月 10 日（日）
　　　　　　　　　受験資格①②（一般教養試験、小論文試験、職場適応性検査、一般性格診断検査）
　　　　　　　　　受験資格③（保育士専門試験、小論文試験、職場適応性検査、一般性格診断検査、実技試験）
　　　　　　　　●第二次試験　令和４年７月 27 日（水） ※予備日７月 28 日（木）
　　　　　　　　　受験資格①～③の一次試験合格者を対象に面接試験を実施
　　　　　　　　●第三次試験　令和４年８月 10 日（水）
　　　　　　　　　受験資格①～②の二次試験合格者を対象に最終面接試験を実施
５．申込方法　　本会ホームページよりエントリーシート（履歴書）及び職務経歴書合計４枚をダウンロードし写真貼

付、内容記載のうえ、受験票用写真１枚（エントリーシートに貼付したものと同一のもの）とともに、
６月 17 日（金）までに牛久市役所分庁舎内社会福祉協議会へ持参するか、郵送でお申し込みください。

６．法人説明会　採用試験受験希望者を対象に社協概要説明等を実施します。　【６月８日（水）・13日（月）】
　　　　　　　　先着順、事前に電話で申し込みしてください。（各回定員４名）
７．問合せ先　　社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　　電話：029-871-1295
　　　　　　　　住所：〒 300-1292 牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎内

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。

令和４年度牛久市社会福祉協議会 正職員募集

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。

相談、査定は無料！

（１）令和４年 10月１日採用 （２）令和５年４月１日採用
①社会福祉士有資格者
②主任介護支援専門員有資格者
③保育士有資格者

①社会福祉士有資格者若しくは、取得見込みの方
②主任介護支援専門員有資格者
③保育士有資格者若しくは、取得見込みの方


