
　ボランティア･市民活動センターでは、ボランティア活動中のケガや事故
に備えて「ボランティア活動保険･行事保険」の加入を受け付けています。
　ボランティア活動を始める前に、お早めにご加入ください。災害ボラン
ティア活動をする方は、事前にご加入をお願いします。

令和2年度ボランティア活動保険の加入受付中！令和2年度ボランティア活動保険の加入受付中！

〈お申込み･お問合せ〉ボランティア･市民活動センター TEL/FAX 73-1565

保険料

（1名）

350円

500円

基本タイプ

天災タイプ

　　ふれあい・いきいきサロンにおじゃましました！
　地域のふれあい･いきいきサロンに参加してみませんか？　社協では新規のサロン立ち上げを支援して
います。お気軽にご相談ください。

かなさ笑楽校グラウンド　毎週木曜日
午前9時～11時

薬谷公民館　第2･第4金曜日
午前9時30分～11時

亀作農村集落センター　第2･第4水曜日
午前9時30分～11時30分

　　久米支部 地域ふくし懇談会　　久米支部 地域ふくし懇談会 　   ふれあいネットワーク会議　   ふれあいネットワーク会議
　2月21日（金）、久米地域交流センターで各町会･
地域有識者の皆さんが集い、長谷川幸介･外岡仁先生
による特別講演と9町会の活発な活動報告、町会と
各種団体連携による多世代交流事業の事例発表が
行われました。地域の交流が進められています！

　各地域で、ご近所のつながりをいかした見守り
活動について話し合いました。ふれあいの輪を広げ、
安心して暮らせるまちを目指します。

あんしんファミリー介護講座 歳末たすけあい事業

おもちゃ図書館 クリスマス会　　　

第 46 回常陸太田市福祉大会

サンタさんとみんなで集合！

ミュージックケア
音楽にあわせて体を動かしたよ！

亀作町ふれあいいきいきサロン会 すみれサロン 薬谷町サロン会
新 新

講談師  一龍斎 貞弥さんによる講演講談師  一龍斎 貞弥さんによる講演

オレンジカフェ（認知症カフェ）

⑻

常陸太田市社会福祉協議会の最新情報は、ホームページをご覧ください
URL  http://www.ho-shakyo.jp　もしくは、 常陸太田市社協 検 索

⑴

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会　TEL: 73-1717　FAX: 72-5449
〒313-0041 常陸太田市稲木町33　常陸太田市総合福祉会館内　 URL: http://www.ho-shakyo.jp　E-mail: shakyou@axel.ocn.ne.jp

◆金砂郷支所：〒313-0113　常陸太田市高柿町257ー3　TEL 76-1002
◆水 府 支 所：〒313-0213　常陸太田市町田町163ー1　TEL 85-0433
◆里 美 支 所：〒311-0505　常陸太田市大中町1653　 TEL 82-3145 

お問合せ　【ご意見・ご感想などございましたら、お寄せください】

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会発 行
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すべての人が幸せに暮らせるまちづくり

マスコットキャラクター
「タッチィ～」

マスコットキャラクター
「タッチィ～」



災害支援【金銭】

西金砂登山マラソン大会実行委員会…54,319円
天神林町会･天神林水田環境保全会……9,183円
青龍の里ランニングファン一同………30,000円
金砂郷おむすびの会………………………3,000円
水戸友の会子ども部………………………6,020円
金砂郷ゴルフ会…………………………26,501円
カトリック日立教会……………………10,000円
道の駅ひたちおおた…………………203,600円
高島教一郎………………………………30,000円
宇野誓……………………………………10,745円

　2月18日（火）、交流センターふじで市民･福祉関係者
約290名の参加のもと「第46回常陸太田市社会福祉大会」
を開催しました。 
　式典では、多年にわたり社会福祉に貢献された159個人･
団体の方々に対し表彰状･感謝状の贈呈を行いました。
　式典後、講談師の一龍斎貞弥さん（常陸太田大使）に
『古きよき人情の温かさ』と題した講演をいただきました。

　　第46回 常陸太田市社会福祉大会　　第46回 常陸太田市社会福祉大会

【社会福祉協力者】室井保二、黒羽一行、川﨑興靖、中野 強、鈴木敏一、匿名（2名）
【民生委員児童委員】橘 正成、小田部ヨシ子、山田英子、中村光子、和田英二郎、小貫典子、深澤

菊一、石井智恵子、茅根克輔、綿引俊子、大串睦美、松本幸雄、富山美代子、富田雅弘、澤畑仁子、
平山義光、後藤弘一郎、　澤久美子、吉澤美弥子、小林敏子、井上幸則、藤田謙一、深谷邦子、
平山はるみ、匿名（8名）　　

【社会福祉団体役員】平根雅史、大内照代、三村登志子、石川元子、小室恒昭、匿名（2名）
【ボランティア個人】大森よし枝、滑川和子、鈴木和子、諏訪悦子、冨岡千鶴子、川崎幸恵、黒羽

洋子、福田幸子、平山智子、新田みよ子、匿名（2名）
【ボランティア団体】NPO法人たんたん、ギター･ラ･世矢

【善意銀行寄付者】石澤正雄、柴田玖美子、須藤洋一、吉澤節子、和田清子、（有）石川電気、黒羽
自動車チャリティコンペ、西金砂登山マラソン大会実行委員会、常陸太田ライオンズクラブ、常陸
太田ロータリークラブ、道の駅ひたちおおた、いばらきコープ生活協同組合、匿名（1名）

【民生委員児童委員】片岡千穂乃、鈴木 實、舟山郁郎、宮原輝夫、椎名俊一、後藤玲子、舘 仁之、
榊 光秋、大和田正男、羽生雄二、猪瀬ふじ子、武藤フキ子、鈴木憲夫、鴨志田千枝子、小山 廣、
福地利行、菊池恭廣、小林 護、島根玲子、櫻井靜子、菊池伸子、川上須美江、石川廣枝、鈴木しめ、
匿名（6名）

【福祉協力者】和田清美、木村雅行、井上清美、藤 正一、綿引哲男、関山洋平、鷹　輝男、三島
健二、宇野 均、宇野保雄、綿引和義、佐藤達也、上田 正、榊 洋一、渡辺和久、櫻井 賢、渡邉
正行、根本伸之、根本龍雄、会澤賢一、根本洋一、坂内順一、圷 誠、綿引公生、綿引義明、塙 勉、
斎藤隆夫、堆 勝一、生天目操、立原敬次、平根 修、平山義光、和田範政、白石八州一、会沢一幸、
片岡義一、菊池健一、菊池武利、豊田 明、井上洋一郎、佐藤俊之、大森茂樹、豊田洋子、佐藤
茂雄、弓野征司、匿名（11名）

社協会長表彰（60個人･団体）

社協会長感謝（99個人･団体）

おめでとうございます　（敬称略･順不同）

令和２年度 会員加入のお願い
地域福祉をささえる大きな力！

　社協では「すべての人が  安心して幸せに暮らせる  まち」を目指し、地域福祉の

推進やボランティアの育成など、さまざまな福祉事業に取り組んでいます。

　皆さまからご協力いただく会費は、社協の運営や社協各支部における活動を実施する

ために欠かせない大切な財源であり、地域福祉をささえる大きな力となっています。

　5～6月頃に、会員募集を行いますので、社協の事業にご理解をいただき、会費納入

にご協力をお願いいたします。なお、年間を通して事務局でも受け付けています。

ご協力　
お願いします！

地域福祉向上のため、以下のとおり皆さまの善意をお寄せいただきました。（敬称略･順不同）

　善意銀行12･1･2月分感謝のご報告　善意銀行12･1･2月分感謝のご報告

（株）三友製作所…………………………19,762円
ＭＧＣ……………………………………17,000円
下大門共同受信組合…………………138,102円
まぶち会…………………………………12,464円
馬場第一和楽美会………………………15,000円
水戸友の会…………………………………3,000円
レク･ミュージック花音…………………5,000円
太田南部高砂会…………………………10,163円
太田東部高砂会…………………………38,425円
太田北部高砂会…………………………12,000円
前田敏武…………………………………10,000円
小室稜威雄…………………………………7,574円
鈴木弘一………………………………………145円
匿名（4件）………………………………52,160円

使用済切手、使用済カード、ハガキ、プルタブ、ペットボトル
キャップ、タオル、雑巾、おむつ、菓子など

幸久小学校、里美中学校、市老連女性部、稲木町長寿会、小菅
長寿会、大門長寿会、久米なごみサロン会、スクエアステップあじ
さい会、卓球を楽しむ会、大里2いきいきサロン会、真弓が丘クラブ
サロン秋桜、亀作町ふれあいいきいきサロン会、田渡清流クラブ、
薬谷クラブ、瑞龍町高倉友和会、東二町会、寿フラワーの会、下河合
釜田東班、まぶち会、塙町健康体操教室、馬場第一和楽美会、太田
東部高砂会、太田北部高砂会、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」、
社会福祉協議会太田支部ボランティア、常陸太田市佐竹地区町会長
協議会、茨城県退職公務員連盟常陸太田支部、退職女性教職員の会
常陸太田支部、茨城県久慈地区保護司会、常陸太田市役所、常陸太田
市立図書館、渡辺医院、JA常陸太田地区女性部、(株)ＪＡ常陸サー
ビス、日立物流(株)、ひたち花壇、第一生命(株)太田オフィス、嶋根
司法書士事務所、(株)暁恒産、(有)堀越、(有)井上商事、(名)八幡屋
商店、キコーナ太田店、大曽根良俐、宇野誓、高野廣子、沢畠真知
子、磯野信子、山崎輝雄、谷津正子、福田眞理子、白石康光、田崎
翔、沼田敏一、石田昭徳、小川修一、大内操、助川博、鈴木暎子、
菊池克代、横山壽美子、鈴木弘一、澁澤宗孝、田所治、窪田莉久、
高橋、匿名(11件)

【預託の部】
金銭預託

物品預託

【払出の部】
物品払出

アルファ･ジャパン………ペットボトルキャップ(270kg)
茨城県社会福祉協議会…………………使用済切手
誉田養徳園………………………………玄米･布団

西金砂登山マラソン大会実行委員会 様西金砂登山マラソン大会実行委員会 様 金砂郷ゴルフ会 様金砂郷ゴルフ会 様

太田北部高砂会 様太田北部高砂会 様 茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 様茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 様

まぶち会 様まぶち会 様 馬場第一和楽美会 様馬場第一和楽美会 様

キコーナ太田店 様キコーナ太田店 様幸久小学校 様幸久小学校 様
受賞者代表による謝辞 社協会長表彰

大会宣言

募 金 箱

常陸太田市立図書館………………………1,022円

⑺ ⑵○社協とは社会福祉協議会の略称です ○社会福祉協議会は社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織です
ファミリー・サポート・センター利用会員募集中！サービス内容は、保育園･幼稚園･塾などの送り迎えや子ども
の一時預かりなど。協力会員も募集中。お気軽にお電話ください。☎72-4574

募　集

　「歳末たすけあい募金」を活用し、支援を必要とする方々が新たな年を明るく迎えることができるよう、
民生委員･児童委員、ボランティア、地域の皆さまのご協力をいただき、おせち料理等配布事業、ふれあい
訪問事業、地域でささえあう赤い羽根大掃除事業、ひとり親･両親のいない家庭支援事業、福祉団体支援
事業など各種福祉活動に活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

　　歳末たすけあい事業を実施しました　　歳末たすけあい事業を実施しました

　　　 ご協力ありがとうございました

　  赤い羽根共同募金のご報告

●大口募金にご協力いただいた皆さま（敬称略・順不同）

●赤い羽根募金…市内の福祉活動に活用されるほか、県内の社会福祉施設や
　福祉団体に助成され、災害支援のためにも活用されます。

●歳末たすけあい募金…昨年末に市内の支援を必要とする方々への事業に
　役立てられました。

【実施期間】
10月1日～12月31日

≪対象者≫
　平成28年10月1日以降にすべての運転免許証を
　自主返納された市民
≪支援内容≫（どちらか１つを選択）
　○市内路線バスICカード　10,000円分（1年分）または、
　○市内タクシー等利用券　10,000円分（1年分）
　※ただし、満75歳以上の方で市内路線バスICカードを選んだ方は
　　バス運賃が半額になるため、5,000円分となります。

≪手続き≫
　①警察署か運転免許センターで運転免許証を自主返納
　②以下の必要書類を持参し、市役所企画課（本庁舎3階）で支援の申請
　　●「申請による運転免許の取消通知書」または「運転経歴証明書」
　　●市内路線バスICカードを選んだ満75歳以上の方は年齢を証明できる身分証明書

≪お問合せ≫ 市役所 企画課　☎72-3111(内線312）

運転免許証を自主返納した方に3年間支援

あんしんファミリー介護講座
　地域福祉の担い手の育成と家族介護の質の向上を目的に、「あんしんファミリー介護講座」を夏期（7月
20日～8月24日）と冬期（1月25日～2月22日）の2回開催しました。
　高齢者の病気や介護技術の基礎知識などの講義や実習を行い、高校生からシニアの方々まで幅広い
世代の参加者が介護の理解を深めました。介護の知識が広がることで、地域で支えあう地域介護力の
向上につながることを目指します。

困ったときは！ おとしより生活相談センターへ
（常陸太田市地域包括支援センター）

お問合せ

サブセンター

本　　　　所
【担当地区】常陸太田･金砂郷　

【担当地区】水府･里美
稲木町33

町田町163-1

☎72-8881　総合福祉会館内

【受付時間】月～金　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（祝日除く）　

☎70-5678市役所水府支所内

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援を行っています。
●介護保険サービスを受けるにはどうすればいいの？
●近所の一人暮らしの高齢者が心配です。
●親が認知症みたいで、どうしていいかわからない。
そんな心配や困りごとがある時は、お気軽にご相談ください。
また、「認知症カフェ」や「認知症初期集中支援チーム」などの活動も行ってい
ますので、ぜひご利用ください！

オレンジカフェ（認知症カフェ）の様子

募金総額 16,792,498円

13,500,648円
3,291,850円

●赤 い 羽 根 募 金
●歳末たすけあい募金

日立物流（株）様より、
車椅子3台が寄贈され
ました。
福祉事業に活用させて
いただきます。

ご寄贈
ありがとう
ございます

太田病院、根本医院、橋本歯科医院、小澤歯科医院、(有)助川工務店、クニ
ミネ工業(株)、鈴木鉄工(株)、(株)根本工務所、(有)ナガタ建設、圷建築、
永田工務店、(株)井坂組、海老根工務店、(有)黒澤組、(株)後藤工務店、(株)
水府工務店、(有)吉成工務店、常陸太田工業団地連絡協議会、黒羽自動車、
高正自動車、(特養)世矢の里、(宗)帰願寺、(社福)朋友会、茨城リネンサプ
ライ(株)、(株)明治商会、(有)カシムラ印刷所、野内商事(株)、(株)高木総合
保険センター、(資)剛烈富永酒造店、魚富、まるちゅう金物店、中野屋
旅館、駒柵えい子、匿名（7件）

ほのぼのおおた協力会員募集中！ 活動内容は、食事･洗濯･掃除などの家事援助や通院･外出時のつきそいなど。
お気軽にお電話ください。☎72-4574

募　集⑶ ⑹



　「歳末たすけあい募金」を活用し、支援を必要とする方々が新たな年を明るく迎えることができるよう、
民生委員･児童委員、ボランティア、地域の皆さまのご協力をいただき、おせち料理等配布事業、ふれあい
訪問事業、地域でささえあう赤い羽根大掃除事業、ひとり親･両親のいない家庭支援事業、福祉団体支援
事業など各種福祉活動に活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

　　歳末たすけあい事業を実施しました　　歳末たすけあい事業を実施しました
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●赤 い 羽 根 募 金
●歳末たすけあい募金

日立物流（株）様より、
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福祉事業に活用させて
いただきます。
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ありがとう
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太田病院、根本医院、橋本歯科医院、小澤歯科医院、(有)助川工務店、クニ
ミネ工業(株)、鈴木鉄工(株)、(株)根本工務所、(有)ナガタ建設、圷建築、
永田工務店、(株)井坂組、海老根工務店、(有)黒澤組、(株)後藤工務店、(株)
水府工務店、(有)吉成工務店、常陸太田工業団地連絡協議会、黒羽自動車、
高正自動車、(特養)世矢の里、(宗)帰願寺、(社福)朋友会、茨城リネンサプ
ライ(株)、(株)明治商会、(有)カシムラ印刷所、野内商事(株)、(株)高木総合
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ほのぼのおおた協力会員募集中！ 活動内容は、食事･洗濯･掃除などの家事援助や通院･外出時のつきそいなど。
お気軽にお電話ください。☎72-4574

募　集⑶ ⑹



支部ひろば支部ひろば 市内19の地区に設置されている社協支部から記事をお寄せいただき、
各支部で取り組まれている地域福祉活動をご紹介します！

市内19の地区に設置されている社協支部から記事をお寄せいただき、
各支部で取り組まれている地域福祉活動をご紹介します！

　「高齢者の行動範囲を少しでも広げよう」をテーマにおでかけサロンを実施しました。今年度は、那須の
大自然と、和洋中のビュッフェスタイルの昼食を参加者76名で満喫してきました。

●西小沢支部　「 楽しかったクリスマス会 」 支部長　高野　俊郎

●幸久支部　「 ひとり暮らし交流会 」 支部長　中山　芳樹

●久米支部　「 第30回ふれあい交流会 」 支部長　石井　　彰

　山田小学校廃校により、昨年度から三世代交流事業に代わる地域交流事業として、
地域の名所･旧跡を散策する「てくてくウォーク･イン山田」を始めました。
　今年度は和田地区の散策の予定でした
が、あいにくの雨のため参加者131名
が和田集落センターに集まり、2人の
案内人から、「和田町散策マップ」を
もとに史跡の説明を聞きました。みんな
で昼食を食べ、抽選会を行い楽しい
時間を過ごしました。

●天下野支部　「 おでかけサロン 」 支部長　小林　隆男

●小里支部　「 小里コミュニティと二人三脚 」 支部長　高星　隆夫

　「小里地区」は市の最北端に
あり、年々世帯の減少、少子高齢
化が顕著になっています。その
ため、今年度から「小里コミュニ
ティ」と「小里支部」が事務局を
一体化することになりました。
連携を図り、より一層の地域福祉
活動を進めてまいりたいと思い
ます。地域一丸となって地域の
維持･活性化を目指していきます。

このマークがついている事業は赤い羽根共同募金が活用されています ○社協とは社会福祉協議会の略称です ○社会福祉協議会は社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織です

●山田支部　「 てくてくウォーク･イン山田 」 支部長　山本　一之

●郡戸支部　「 台風19号をうけて 」 支部長　永山　正文●賀美支部　「 賀美フェスティバルを開催 」 支部長　鈴木　　一

　11月24日(日)、旧賀美小学校体育館で「賀美フェスティバル」を「賀美を愛する会」との共同により開催しま
した。約300人が参加し、運動会では、玉入れやお楽しみ袋のゲット、パン食い競争などを行いました。
　農産物品評会では、出品された農産
物124点がせり売りにより完売しま
した。食生活改善推進員の皆さまに
より、千人鍋の豚汁がふるまわれまし
た。今後も、「賀美地区地域福祉活動
計画」の目標である「出会いの場づくり」
に取り組んでいきたいと思います。

　12月17日（火）、障害者支援施設「ピュア
里川」でクリスマス会を開催しました。西小沢小
の5年生による寸劇や楽器演奏が披露された
ほか、参加者全員で「ジングルべル」「明日が
あるさ」などを合唱したり、ゲームを楽しんだり
しました。
　また、最高に盛り上がったところで支部役員
がサンタクロースに扮し、利用者全員にクリス
マスプレゼントを手渡し、参加者全員が楽しい
ひとときを過ごすことができました。

　近年ひとり暮らしの高齢者世帯が増加しているため、交流会を行っています。今年度も12月5日（木）に地区
ふれあいセンターで開催し、33名が参加しました。健康体操やビンゴゲームなどで盛り上がり、ボランティア
手作りのけんちん汁を食べて楽しい時間を過ごしました。この交流会は、好評を博しており、今後も更に工夫を
しながら楽しく続けていきたいと考えています。

　12月4日（水）、金砂郷保健センターでひとり暮らしの高齢者43名を招待し、交流会を開催しました。
　第1部は「水戸ヤクルト販売（株）」の方による講話でした。軽妙な話術と原寸大の腸の模型（約4ｍ）を使い、
毎朝のウンチの「色･形･匂」の確認が健康の秘訣との説明に全員が大爆笑。会場は一瞬にして和やかな雰囲気に
包まれました。第2部は「レク･ミュージック花音」
の皆さまをゲストに迎え、唄や踊り、風船バルーン
で楽しいひと時を過ごしました。昼食はボランティア
手作りの料理を堪能しました。
　今回初参加の女性は、「民生委員の方から毎回
誘われていたが、こんなに楽しい会とは思わなかっ
た。次回も必ず出席します」と話してくれました。

　今年度もいろいろな事業を計画しましたが、台風19号
の水害により、中止･延期を余儀なくされました。　
　被災された方への後片付けなどの手伝いをされた方も
大勢いました。また、衣類などを失った方のために地区
の方に呼びかけ、衣類の配付も行いました。細やかな
支援活動ではありましたが、被災者の方とのふれあいから
地域のつながりのあり方や、支部活動のヒントのような
ものを得ることができました。水害から半年がたち、
改めて被災された方々に平穏な日々が戻り、新元号「令和」
の時代がより良い世の中になるよう願っています。

玉入れ玉入れ お楽しみ袋のゲットお楽しみ袋のゲット

三世代交流会三世代交流会福祉関係者によるグループワークに参加福祉関係者によるグループワークに参加

⑸ ⑷
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　農産物品評会では、出品された農産
物124点がせり売りにより完売しま
した。食生活改善推進員の皆さまに
より、千人鍋の豚汁がふるまわれまし
た。今後も、「賀美地区地域福祉活動
計画」の目標である「出会いの場づくり」
に取り組んでいきたいと思います。

　12月17日（火）、障害者支援施設「ピュア
里川」でクリスマス会を開催しました。西小沢小
の5年生による寸劇や楽器演奏が披露された
ほか、参加者全員で「ジングルべル」「明日が
あるさ」などを合唱したり、ゲームを楽しんだり
しました。
　また、最高に盛り上がったところで支部役員
がサンタクロースに扮し、利用者全員にクリス
マスプレゼントを手渡し、参加者全員が楽しい
ひとときを過ごすことができました。

　近年ひとり暮らしの高齢者世帯が増加しているため、交流会を行っています。今年度も12月5日（木）に地区
ふれあいセンターで開催し、33名が参加しました。健康体操やビンゴゲームなどで盛り上がり、ボランティア
手作りのけんちん汁を食べて楽しい時間を過ごしました。この交流会は、好評を博しており、今後も更に工夫を
しながら楽しく続けていきたいと考えています。

　12月4日（水）、金砂郷保健センターでひとり暮らしの高齢者43名を招待し、交流会を開催しました。
　第1部は「水戸ヤクルト販売（株）」の方による講話でした。軽妙な話術と原寸大の腸の模型（約4ｍ）を使い、
毎朝のウンチの「色･形･匂」の確認が健康の秘訣との説明に全員が大爆笑。会場は一瞬にして和やかな雰囲気に
包まれました。第2部は「レク･ミュージック花音」
の皆さまをゲストに迎え、唄や踊り、風船バルーン
で楽しいひと時を過ごしました。昼食はボランティア
手作りの料理を堪能しました。
　今回初参加の女性は、「民生委員の方から毎回
誘われていたが、こんなに楽しい会とは思わなかっ
た。次回も必ず出席します」と話してくれました。

　今年度もいろいろな事業を計画しましたが、台風19号
の水害により、中止･延期を余儀なくされました。　
　被災された方への後片付けなどの手伝いをされた方も
大勢いました。また、衣類などを失った方のために地区
の方に呼びかけ、衣類の配付も行いました。細やかな
支援活動ではありましたが、被災者の方とのふれあいから
地域のつながりのあり方や、支部活動のヒントのような
ものを得ることができました。水害から半年がたち、
改めて被災された方々に平穏な日々が戻り、新元号「令和」
の時代がより良い世の中になるよう願っています。

玉入れ玉入れ お楽しみ袋のゲットお楽しみ袋のゲット

三世代交流会三世代交流会福祉関係者によるグループワークに参加福祉関係者によるグループワークに参加

⑸ ⑷



災害支援【金銭】

西金砂登山マラソン大会実行委員会…54,319円
天神林町会･天神林水田環境保全会……9,183円
青龍の里ランニングファン一同………30,000円
金砂郷おむすびの会………………………3,000円
水戸友の会子ども部………………………6,020円
金砂郷ゴルフ会…………………………26,501円
カトリック日立教会……………………10,000円
道の駅ひたちおおた…………………203,600円
高島教一郎………………………………30,000円
宇野誓……………………………………10,745円

　2月18日（火）、交流センターふじで市民･福祉関係者
約290名の参加のもと「第46回常陸太田市社会福祉大会」
を開催しました。 
　式典では、多年にわたり社会福祉に貢献された159個人･
団体の方々に対し表彰状･感謝状の贈呈を行いました。
　式典後、講談師の一龍斎貞弥さん（常陸太田大使）に
『古きよき人情の温かさ』と題した講演をいただきました。

　　第46回 常陸太田市社会福祉大会　　第46回 常陸太田市社会福祉大会

【社会福祉協力者】室井保二、黒羽一行、川﨑興靖、中野 強、鈴木敏一、匿名（2名）
【民生委員児童委員】橘 正成、小田部ヨシ子、山田英子、中村光子、和田英二郎、小貫典子、深澤

菊一、石井智恵子、茅根克輔、綿引俊子、大串睦美、松本幸雄、富山美代子、富田雅弘、澤畑仁子、
平山義光、後藤弘一郎、　澤久美子、吉澤美弥子、小林敏子、井上幸則、藤田謙一、深谷邦子、
平山はるみ、匿名（8名）　　

【社会福祉団体役員】平根雅史、大内照代、三村登志子、石川元子、小室恒昭、匿名（2名）
【ボランティア個人】大森よし枝、滑川和子、鈴木和子、諏訪悦子、冨岡千鶴子、川崎幸恵、黒羽

洋子、福田幸子、平山智子、新田みよ子、匿名（2名）
【ボランティア団体】NPO法人たんたん、ギター･ラ･世矢

【善意銀行寄付者】石澤正雄、柴田玖美子、須藤洋一、吉澤節子、和田清子、（有）石川電気、黒羽
自動車チャリティコンペ、西金砂登山マラソン大会実行委員会、常陸太田ライオンズクラブ、常陸
太田ロータリークラブ、道の駅ひたちおおた、いばらきコープ生活協同組合、匿名（1名）

【民生委員児童委員】片岡千穂乃、鈴木 實、舟山郁郎、宮原輝夫、椎名俊一、後藤玲子、舘 仁之、
榊 光秋、大和田正男、羽生雄二、猪瀬ふじ子、武藤フキ子、鈴木憲夫、鴨志田千枝子、小山 廣、
福地利行、菊池恭廣、小林 護、島根玲子、櫻井靜子、菊池伸子、川上須美江、石川廣枝、鈴木しめ、
匿名（6名）

【福祉協力者】和田清美、木村雅行、井上清美、藤 正一、綿引哲男、関山洋平、鷹　輝男、三島
健二、宇野 均、宇野保雄、綿引和義、佐藤達也、上田 正、榊 洋一、渡辺和久、櫻井 賢、渡邉
正行、根本伸之、根本龍雄、会澤賢一、根本洋一、坂内順一、圷 誠、綿引公生、綿引義明、塙 勉、
斎藤隆夫、堆 勝一、生天目操、立原敬次、平根 修、平山義光、和田範政、白石八州一、会沢一幸、
片岡義一、菊池健一、菊池武利、豊田 明、井上洋一郎、佐藤俊之、大森茂樹、豊田洋子、佐藤
茂雄、弓野征司、匿名（11名）

社協会長表彰（60個人･団体）

社協会長感謝（99個人･団体）

おめでとうございます　（敬称略･順不同）

令和２年度 会員加入のお願い
地域福祉をささえる大きな力！

　社協では「すべての人が  安心して幸せに暮らせる  まち」を目指し、地域福祉の

推進やボランティアの育成など、さまざまな福祉事業に取り組んでいます。

　皆さまからご協力いただく会費は、社協の運営や社協各支部における活動を実施する

ために欠かせない大切な財源であり、地域福祉をささえる大きな力となっています。

　5～6月頃に、会員募集を行いますので、社協の事業にご理解をいただき、会費納入

にご協力をお願いいたします。なお、年間を通して事務局でも受け付けています。

ご協力　
お願いします！

地域福祉向上のため、以下のとおり皆さまの善意をお寄せいただきました。（敬称略･順不同）

　善意銀行12･1･2月分感謝のご報告　善意銀行12･1･2月分感謝のご報告

（株）三友製作所…………………………19,762円
ＭＧＣ……………………………………17,000円
下大門共同受信組合…………………138,102円
まぶち会…………………………………12,464円
馬場第一和楽美会………………………15,000円
水戸友の会…………………………………3,000円
レク･ミュージック花音…………………5,000円
太田南部高砂会…………………………10,163円
太田東部高砂会…………………………38,425円
太田北部高砂会…………………………12,000円
前田敏武…………………………………10,000円
小室稜威雄…………………………………7,574円
鈴木弘一………………………………………145円
匿名（4件）………………………………52,160円

使用済切手、使用済カード、ハガキ、プルタブ、ペットボトル
キャップ、タオル、雑巾、おむつ、菓子など

幸久小学校、里美中学校、市老連女性部、稲木町長寿会、小菅
長寿会、大門長寿会、久米なごみサロン会、スクエアステップあじ
さい会、卓球を楽しむ会、大里2いきいきサロン会、真弓が丘クラブ
サロン秋桜、亀作町ふれあいいきいきサロン会、田渡清流クラブ、
薬谷クラブ、瑞龍町高倉友和会、東二町会、寿フラワーの会、下河合
釜田東班、まぶち会、塙町健康体操教室、馬場第一和楽美会、太田
東部高砂会、太田北部高砂会、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」、
社会福祉協議会太田支部ボランティア、常陸太田市佐竹地区町会長
協議会、茨城県退職公務員連盟常陸太田支部、退職女性教職員の会
常陸太田支部、茨城県久慈地区保護司会、常陸太田市役所、常陸太田
市立図書館、渡辺医院、JA常陸太田地区女性部、(株)ＪＡ常陸サー
ビス、日立物流(株)、ひたち花壇、第一生命(株)太田オフィス、嶋根
司法書士事務所、(株)暁恒産、(有)堀越、(有)井上商事、(名)八幡屋
商店、キコーナ太田店、大曽根良俐、宇野誓、高野廣子、沢畠真知
子、磯野信子、山崎輝雄、谷津正子、福田眞理子、白石康光、田崎
翔、沼田敏一、石田昭徳、小川修一、大内操、助川博、鈴木暎子、
菊池克代、横山壽美子、鈴木弘一、澁澤宗孝、田所治、窪田莉久、
高橋、匿名(11件)

【預託の部】
金銭預託

物品預託

【払出の部】
物品払出

アルファ･ジャパン………ペットボトルキャップ(270kg)
茨城県社会福祉協議会…………………使用済切手
誉田養徳園………………………………玄米･布団

西金砂登山マラソン大会実行委員会 様西金砂登山マラソン大会実行委員会 様 金砂郷ゴルフ会 様金砂郷ゴルフ会 様

太田北部高砂会 様太田北部高砂会 様 茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 様茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 様

まぶち会 様まぶち会 様 馬場第一和楽美会 様馬場第一和楽美会 様

キコーナ太田店 様キコーナ太田店 様幸久小学校 様幸久小学校 様
受賞者代表による謝辞 社協会長表彰

大会宣言

募 金 箱

常陸太田市立図書館………………………1,022円

⑺ ⑵○社協とは社会福祉協議会の略称です ○社会福祉協議会は社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織です
ファミリー・サポート・センター利用会員募集中！サービス内容は、保育園･幼稚園･塾などの送り迎えや子ども
の一時預かりなど。協力会員も募集中。お気軽にお電話ください。☎72-4574

募　集

　「歳末たすけあい募金」を活用し、支援を必要とする方々が新たな年を明るく迎えることができるよう、
民生委員･児童委員、ボランティア、地域の皆さまのご協力をいただき、おせち料理等配布事業、ふれあい
訪問事業、地域でささえあう赤い羽根大掃除事業、ひとり親･両親のいない家庭支援事業、福祉団体支援
事業など各種福祉活動に活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

　　歳末たすけあい事業を実施しました　　歳末たすけあい事業を実施しました

　　　 ご協力ありがとうございました

　  赤い羽根共同募金のご報告

●大口募金にご協力いただいた皆さま（敬称略・順不同）

●赤い羽根募金…市内の福祉活動に活用されるほか、県内の社会福祉施設や
　福祉団体に助成され、災害支援のためにも活用されます。

●歳末たすけあい募金…昨年末に市内の支援を必要とする方々への事業に
　役立てられました。

【実施期間】
10月1日～12月31日

≪対象者≫
　平成28年10月1日以降にすべての運転免許証を
　自主返納された市民
≪支援内容≫（どちらか１つを選択）
　○市内路線バスICカード　10,000円分（1年分）または、
　○市内タクシー等利用券　10,000円分（1年分）
　※ただし、満75歳以上の方で市内路線バスICカードを選んだ方は
　　バス運賃が半額になるため、5,000円分となります。

≪手続き≫
　①警察署か運転免許センターで運転免許証を自主返納
　②以下の必要書類を持参し、市役所企画課（本庁舎3階）で支援の申請
　　●「申請による運転免許の取消通知書」または「運転経歴証明書」
　　●市内路線バスICカードを選んだ満75歳以上の方は年齢を証明できる身分証明書

≪お問合せ≫ 市役所 企画課　☎72-3111(内線312）

運転免許証を自主返納した方に3年間支援

あんしんファミリー介護講座
　地域福祉の担い手の育成と家族介護の質の向上を目的に、「あんしんファミリー介護講座」を夏期（7月
20日～8月24日）と冬期（1月25日～2月22日）の2回開催しました。
　高齢者の病気や介護技術の基礎知識などの講義や実習を行い、高校生からシニアの方々まで幅広い
世代の参加者が介護の理解を深めました。介護の知識が広がることで、地域で支えあう地域介護力の
向上につながることを目指します。

困ったときは！ おとしより生活相談センターへ
（常陸太田市地域包括支援センター）

お問合せ

サブセンター

本　　　　所
【担当地区】常陸太田･金砂郷　

【担当地区】水府･里美
稲木町33

町田町163-1

☎72-8881　総合福祉会館内

【受付時間】月～金　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（祝日除く）　

☎70-5678市役所水府支所内

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援を行っています。
●介護保険サービスを受けるにはどうすればいいの？
●近所の一人暮らしの高齢者が心配です。
●親が認知症みたいで、どうしていいかわからない。
そんな心配や困りごとがある時は、お気軽にご相談ください。
また、「認知症カフェ」や「認知症初期集中支援チーム」などの活動も行ってい
ますので、ぜひご利用ください！

オレンジカフェ（認知症カフェ）の様子

募金総額 16,792,498円

13,500,648円
3,291,850円

●赤 い 羽 根 募 金
●歳末たすけあい募金

日立物流（株）様より、
車椅子3台が寄贈され
ました。
福祉事業に活用させて
いただきます。

ご寄贈
ありがとう
ございます

太田病院、根本医院、橋本歯科医院、小澤歯科医院、(有)助川工務店、クニ
ミネ工業(株)、鈴木鉄工(株)、(株)根本工務所、(有)ナガタ建設、圷建築、
永田工務店、(株)井坂組、海老根工務店、(有)黒澤組、(株)後藤工務店、(株)
水府工務店、(有)吉成工務店、常陸太田工業団地連絡協議会、黒羽自動車、
高正自動車、(特養)世矢の里、(宗)帰願寺、(社福)朋友会、茨城リネンサプ
ライ(株)、(株)明治商会、(有)カシムラ印刷所、野内商事(株)、(株)高木総合
保険センター、(資)剛烈富永酒造店、魚富、まるちゅう金物店、中野屋
旅館、駒柵えい子、匿名（7件）

ほのぼのおおた協力会員募集中！ 活動内容は、食事･洗濯･掃除などの家事援助や通院･外出時のつきそいなど。
お気軽にお電話ください。☎72-4574

募　集⑶ ⑹



災害支援【金銭】

西金砂登山マラソン大会実行委員会…54,319円
天神林町会･天神林水田環境保全会……9,183円
青龍の里ランニングファン一同………30,000円
金砂郷おむすびの会………………………3,000円
水戸友の会子ども部………………………6,020円
金砂郷ゴルフ会…………………………26,501円
カトリック日立教会……………………10,000円
道の駅ひたちおおた…………………203,600円
高島教一郎………………………………30,000円
宇野誓……………………………………10,745円

　2月18日（火）、交流センターふじで市民･福祉関係者
約290名の参加のもと「第46回常陸太田市社会福祉大会」
を開催しました。 
　式典では、多年にわたり社会福祉に貢献された159個人･
団体の方々に対し表彰状･感謝状の贈呈を行いました。
　式典後、講談師の一龍斎貞弥さん（常陸太田大使）に
『古きよき人情の温かさ』と題した講演をいただきました。

　　第46回 常陸太田市社会福祉大会　　第46回 常陸太田市社会福祉大会

【社会福祉協力者】室井保二、黒羽一行、川﨑興靖、中野 強、鈴木敏一、匿名（2名）
【民生委員児童委員】橘 正成、小田部ヨシ子、山田英子、中村光子、和田英二郎、小貫典子、深澤

菊一、石井智恵子、茅根克輔、綿引俊子、大串睦美、松本幸雄、富山美代子、富田雅弘、澤畑仁子、
平山義光、後藤弘一郎、　澤久美子、吉澤美弥子、小林敏子、井上幸則、藤田謙一、深谷邦子、
平山はるみ、匿名（8名）　　

【社会福祉団体役員】平根雅史、大内照代、三村登志子、石川元子、小室恒昭、匿名（2名）
【ボランティア個人】大森よし枝、滑川和子、鈴木和子、諏訪悦子、冨岡千鶴子、川崎幸恵、黒羽

洋子、福田幸子、平山智子、新田みよ子、匿名（2名）
【ボランティア団体】NPO法人たんたん、ギター･ラ･世矢

【善意銀行寄付者】石澤正雄、柴田玖美子、須藤洋一、吉澤節子、和田清子、（有）石川電気、黒羽
自動車チャリティコンペ、西金砂登山マラソン大会実行委員会、常陸太田ライオンズクラブ、常陸
太田ロータリークラブ、道の駅ひたちおおた、いばらきコープ生活協同組合、匿名（1名）

【民生委員児童委員】片岡千穂乃、鈴木 實、舟山郁郎、宮原輝夫、椎名俊一、後藤玲子、舘 仁之、
榊 光秋、大和田正男、羽生雄二、猪瀬ふじ子、武藤フキ子、鈴木憲夫、鴨志田千枝子、小山 廣、
福地利行、菊池恭廣、小林 護、島根玲子、櫻井靜子、菊池伸子、川上須美江、石川廣枝、鈴木しめ、
匿名（6名）

【福祉協力者】和田清美、木村雅行、井上清美、藤 正一、綿引哲男、関山洋平、鷹　輝男、三島
健二、宇野 均、宇野保雄、綿引和義、佐藤達也、上田 正、榊 洋一、渡辺和久、櫻井 賢、渡邉
正行、根本伸之、根本龍雄、会澤賢一、根本洋一、坂内順一、圷 誠、綿引公生、綿引義明、塙 勉、
斎藤隆夫、堆 勝一、生天目操、立原敬次、平根 修、平山義光、和田範政、白石八州一、会沢一幸、
片岡義一、菊池健一、菊池武利、豊田 明、井上洋一郎、佐藤俊之、大森茂樹、豊田洋子、佐藤
茂雄、弓野征司、匿名（11名）

社協会長表彰（60個人･団体）

社協会長感謝（99個人･団体）

おめでとうございます　（敬称略･順不同）

令和２年度 会員加入のお願い
地域福祉をささえる大きな力！

　社協では「すべての人が  安心して幸せに暮らせる  まち」を目指し、地域福祉の

推進やボランティアの育成など、さまざまな福祉事業に取り組んでいます。

　皆さまからご協力いただく会費は、社協の運営や社協各支部における活動を実施する

ために欠かせない大切な財源であり、地域福祉をささえる大きな力となっています。

　5～6月頃に、会員募集を行いますので、社協の事業にご理解をいただき、会費納入

にご協力をお願いいたします。なお、年間を通して事務局でも受け付けています。

ご協力　
お願いします！

地域福祉向上のため、以下のとおり皆さまの善意をお寄せいただきました。（敬称略･順不同）

　善意銀行12･1･2月分感謝のご報告　善意銀行12･1･2月分感謝のご報告

（株）三友製作所…………………………19,762円
ＭＧＣ……………………………………17,000円
下大門共同受信組合…………………138,102円
まぶち会…………………………………12,464円
馬場第一和楽美会………………………15,000円
水戸友の会…………………………………3,000円
レク･ミュージック花音…………………5,000円
太田南部高砂会…………………………10,163円
太田東部高砂会…………………………38,425円
太田北部高砂会…………………………12,000円
前田敏武…………………………………10,000円
小室稜威雄…………………………………7,574円
鈴木弘一………………………………………145円
匿名（4件）………………………………52,160円

使用済切手、使用済カード、ハガキ、プルタブ、ペットボトル
キャップ、タオル、雑巾、おむつ、菓子など

幸久小学校、里美中学校、市老連女性部、稲木町長寿会、小菅
長寿会、大門長寿会、久米なごみサロン会、スクエアステップあじ
さい会、卓球を楽しむ会、大里2いきいきサロン会、真弓が丘クラブ
サロン秋桜、亀作町ふれあいいきいきサロン会、田渡清流クラブ、
薬谷クラブ、瑞龍町高倉友和会、東二町会、寿フラワーの会、下河合
釜田東班、まぶち会、塙町健康体操教室、馬場第一和楽美会、太田
東部高砂会、太田北部高砂会、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」、
社会福祉協議会太田支部ボランティア、常陸太田市佐竹地区町会長
協議会、茨城県退職公務員連盟常陸太田支部、退職女性教職員の会
常陸太田支部、茨城県久慈地区保護司会、常陸太田市役所、常陸太田
市立図書館、渡辺医院、JA常陸太田地区女性部、(株)ＪＡ常陸サー
ビス、日立物流(株)、ひたち花壇、第一生命(株)太田オフィス、嶋根
司法書士事務所、(株)暁恒産、(有)堀越、(有)井上商事、(名)八幡屋
商店、キコーナ太田店、大曽根良俐、宇野誓、高野廣子、沢畠真知
子、磯野信子、山崎輝雄、谷津正子、福田眞理子、白石康光、田崎
翔、沼田敏一、石田昭徳、小川修一、大内操、助川博、鈴木暎子、
菊池克代、横山壽美子、鈴木弘一、澁澤宗孝、田所治、窪田莉久、
高橋、匿名(11件)

【預託の部】
金銭預託

物品預託

【払出の部】
物品払出

アルファ･ジャパン………ペットボトルキャップ(270kg)
茨城県社会福祉協議会…………………使用済切手
誉田養徳園………………………………玄米･布団

西金砂登山マラソン大会実行委員会 様西金砂登山マラソン大会実行委員会 様 金砂郷ゴルフ会 様金砂郷ゴルフ会 様

太田北部高砂会 様太田北部高砂会 様 茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 様茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 様

まぶち会 様まぶち会 様 馬場第一和楽美会 様馬場第一和楽美会 様

キコーナ太田店 様キコーナ太田店 様幸久小学校 様幸久小学校 様
受賞者代表による謝辞 社協会長表彰

大会宣言

募 金 箱

常陸太田市立図書館………………………1,022円

⑺ ⑵○社協とは社会福祉協議会の略称です ○社会福祉協議会は社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織です
ファミリー・サポート・センター利用会員募集中！サービス内容は、保育園･幼稚園･塾などの送り迎えや子ども
の一時預かりなど。協力会員も募集中。お気軽にお電話ください。☎72-4574

募　集



　ボランティア･市民活動センターでは、ボランティア活動中のケガや事故
に備えて「ボランティア活動保険･行事保険」の加入を受け付けています。
　ボランティア活動を始める前に、お早めにご加入ください。災害ボラン
ティア活動をする方は、事前にご加入をお願いします。

令和2年度ボランティア活動保険の加入受付中！令和2年度ボランティア活動保険の加入受付中！

〈お申込み･お問合せ〉ボランティア･市民活動センター TEL/FAX 73-1565

保険料

（1名）

350円

500円

基本タイプ

天災タイプ

　　ふれあい・いきいきサロンにおじゃましました！
　地域のふれあい･いきいきサロンに参加してみませんか？　社協では新規のサロン立ち上げを支援して
います。お気軽にご相談ください。

かなさ笑楽校グラウンド　毎週木曜日
午前9時～11時

薬谷公民館　第2･第4金曜日
午前9時30分～11時

亀作農村集落センター　第2･第4水曜日
午前9時30分～11時30分

　　久米支部 地域ふくし懇談会　　久米支部 地域ふくし懇談会 　   ふれあいネットワーク会議　   ふれあいネットワーク会議
　2月21日（金）、久米地域交流センターで各町会･
地域有識者の皆さんが集い、長谷川幸介･外岡仁先生
による特別講演と9町会の活発な活動報告、町会と
各種団体連携による多世代交流事業の事例発表が
行われました。地域の交流が進められています！

　各地域で、ご近所のつながりをいかした見守り
活動について話し合いました。ふれあいの輪を広げ、
安心して暮らせるまちを目指します。

あんしんファミリー介護講座 歳末たすけあい事業

おもちゃ図書館 クリスマス会　　　

第 46 回常陸太田市福祉大会

サンタさんとみんなで集合！

ミュージックケア
音楽にあわせて体を動かしたよ！

亀作町ふれあいいきいきサロン会 すみれサロン 薬谷町サロン会
新 新

講談師  一龍斎 貞弥さんによる講演講談師  一龍斎 貞弥さんによる講演

オレンジカフェ（認知症カフェ）

⑻

常陸太田市社会福祉協議会の最新情報は、ホームページをご覧ください
URL  http://www.ho-shakyo.jp　もしくは、 常陸太田市社協 検 索

⑴

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会　TEL: 73-1717　FAX: 72-5449
〒313-0041 常陸太田市稲木町33　常陸太田市総合福祉会館内　 URL: http://www.ho-shakyo.jp　E-mail: shakyou@axel.ocn.ne.jp

◆金砂郷支所：〒313-0113　常陸太田市高柿町257ー3　TEL 76-1002
◆水 府 支 所：〒313-0213　常陸太田市町田町163ー1　TEL 85-0433
◆里 美 支 所：〒311-0505　常陸太田市大中町1653　 TEL 82-3145 

お問合せ　【ご意見・ご感想などございましたら、お寄せください】

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会発 行
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すべての人が幸せに暮らせるまちづくり

マスコットキャラクター
「タッチィ～」

マスコットキャラクター
「タッチィ～」


