
　２月26日（月）総合福祉会館を会場に「災
害ボランティア研修会／災害ボランティア
センター設置運営訓練」を実施しました。
　当日は市民ボランティアと常陸太田市並
びに市社協職員を含む総勢65名が参加し、
ボランティアの受付からオリエンテーショ
ン、マッチングなどのコーディネート訓練
を、三者（ボランティア・行政・社協）が
力を合わせて行いました。
　今後に向けて、ボランティアと行政と社
協が協働し連携をはかります。

災害ボランティアセンターとは

　災害時に設置をし、被災地のニーズ
に合わせボランティア活動を円滑に進
めるための拠点です。

講師の米澤智秀 氏
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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、
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おおたの福祉



 ◆ 社協会長感謝（62個人団体）
＊善意銀行寄付者
　㈲石川電気　太田東部高砂会
　常陸太田ライオンズクラブ　全日食チェーン金砂郷店
　黒羽自動車　常陸太田市体育協会ゴルフ部
　佐川さち子　㈱アンダーツリー東京キコーナ太田店
　匿名（２名）
＊社協支部長
　豊田捷司　菊池勝美　大森定夫　石澤　修
＊福祉協力者
　萩野昌夫　大高健次　小林博文　川﨑一廣　根本　肇
　 庭清久　萩谷輝夫　大内　昭　高木憲一　榊　勝雄
　金澤勇次　大和田進一　柴田　稔　増子　修　小山正臣
　井坂邦彦　片根一男　鈴木定夫　斉藤公男　秋山則男
　後藤和夫　櫻井　進　椎名　清　五十嵐初男　和田哲夫
　鈴木　仁　益子長生　小林　平　川上明文　石澤正雄
　大高春男　菊池正壽　吉澤武康　石川政義　井上佳之
　井上洋佑　大森康多　才丸一美　匿名（10名）

 ◆ 社協会長表彰（34個人団体）
＊福祉協力者
　 池　均　根本一男
＊民生委員児童委員
　小林隆男　大金隆子
＊社協役員
　鈴木　一　茅根　明　安西仁人　益子　治
　大金秀吉
＊社協支部長
　大曽根愃
＊ボランティア個人
　菊池久男　菊池祥子　石川澄江　稲田　滿
　江間孝子　栗田正行　内桶　旭　牛木哲夫
　赤須久子　大和田洋子　山形好子　黒羽洋子
　朝日文子　椎名悦子　生天目明子　大森すみ子
　窪田　茂　匿名（２名）
＊ボランティア団体
　プア・イリアヒ　手話サークル「サフラン」
　塙町健康体操教室　誉田健康体操教室
　大里二いきいきサロン会

受賞者は次のとおりです。敬称略・順不同

　２月 14 日（水）、交流センターふじにおいて、市民・
福祉関係者ら約 250 名の参加のもと「第 44 回常陸太
田市社会福祉大会」を開催しました。
　オープニングアトラクションでは、金砂郷中学校吹奏
楽部による演奏が披露され，大会に華を添えました。
　式典では、多年にわたり社会福祉に貢献された96 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。
　ふくし講演会では、茨城大学非常勤講師の有賀絵里氏
に「こころのバリアフリーをひろげよう！」と題した講演を
いただきました。障害者差別解消法のポイントをわかり
やすくお話しいただき、視点を変えることの大切さや、障
がいとは何かを改めて考える良い機会となりました。

2○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



　10 月１日から 12 月 31 日まで実施しました赤い羽根共同募金運動（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）
にご協力いただき、誠にありがとうございました。
　ご協力いただいた募金は、赤い羽根募金と歳末たすけあい募金をあわせて総額16,732,638円となりました。
　赤い羽根募金は、11,828,688円となり、次年度（平成 30 年度）に約 82％が市内
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配分されます。
　歳末たすけあい募金は、4,903,950円となり、昨年 12 月に市内の支援を必要とする
方への事業に役立てられました。
　今後とも共同募金運動にご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

石川医院
太田病院
宗教法人　帰願寺
㈱高木総合保険センター
高田金物㈱
㈱根本工務所
鈴木鉄工㈱
中野屋旅館
橋本歯科医院

野内商事㈱
水戸信用金庫　太田支店
魚富
㈾剛烈富永酒造店
㈱井坂組
小澤歯科医院
黒羽自動車
常陸太田工業団地連絡協議会
匿名 ９件

㈱常陽銀行太田支店
㈱東日本銀行太田支店
クニミネ工業㈱
特別養護老人ホーム　世矢の里
海老根工務店
まるちゅう金物店
㈲黒澤組
㈱後藤工務店
渡辺医院

いづみや　富永敏博
合名会社　山口
白土商事
圷建築
永田工務店
㈲ナガタ建設
社会福祉法人　朋友会
吉成工務店
㈲助川工務店

●法人大口募金（敬称略・順不同）…赤い羽根募金と歳末たすけあい募金を合わせて１万円以上寄付をいただいた法人の方

黒　羽　一　行 駒　柵　えい子大久保　絹　子伊　村　智　安
●個人大口募金（敬称略・順不同）…赤い羽根募金と歳末たすけあい募金を合わせて５千円以上寄付をいただいた個人の方

歳末たすけあい運動を実施しました
歳末たすけあい運動とは？
　歳末たすけあい運動は、地域住民、ボランティア・民生委員・児童
委員等の協力のもと、新たな年を迎える時期に、「歳末たすけあい募金」
を活用して、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことが
できるよう実施するさまざまな福祉活動です。

　実施事業
おせち料理等配布事業 ふれあい訪問事業住宅環境整備事業

※このほかに、在宅介護者湯（ユ）ラックス事業、ひとり親家庭、両親のいない家庭支援事業、障がい者団体の交流事業や、福
祉まつりを支援しています。

みんなで
ささえあう
あったかい
地域づくり

3 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



支部ひろば

　昼間一人で生活する人も対象に加えて、12 月７日（木）に幸久ふれあ
いセンターで開催しました。賑やかなおしゃべりとトランプ、オセロ、将

棋などのゲームや健康体操をして楽しい
ひと時を過ごしました。ビンゴゲームで
は“ビンゴ！”の声がかかる度に大変盛
り上がり、皆さん時がたつのを忘れて夢
中になっていました。最後に、おにぎり
やけんちん汁で会食して、来年の再会を
約束して終了しました。

●幸久支部　「一人暮らし交流会」	 支部長　中山　芳樹

　当支部は主に三地区で他団体共催の地域福祉活動を実施しています。全体では高齢者芸能発表会、健康教室、
高齢者料理教室です。三世代交流会、敬老会は地区ごとの実施です。瑞竜地区は夏祭り、秋まつり、どんど焼き、
料理教室、健康教室など。大門地区は納涼パーティー、健康教室、たまり
場風お茶のみ会な
ど。中央地区では
夏祭り、軽スポー
ツ、ヒガンバナ鑑
賞会、料理教室な
ど。それぞれ地区
ごとにまとまって
活動しています。

●誉田支部　「強めよう　地域の絆」	 支部長　桐原　　弘

　１月 12 日（金）、世矢幼稚園において、園児とその保護者、地区老
人会 70 余名の参加者により開催しました。小正月の行事である“ま
ゆ玉作り”を中心として、交流を
続けてきたものです。園児たちは
餅つきを楽しむと共に、顔や手を
真っ白にしながら、紅・白・緑の
餅を飾り付けました。その後、み
んなで様々な昔遊びを楽しみまし

た。また、園児たちによる可愛らしい発表会、手づくりのプレゼントがあ
り、より世代間の交流が深まり、私たちも元気を貰えました。

●世矢支部　「三世代交流会」	 支部長　川又　善行

市内19の地区に設置されている社協支部より記事をお寄せいただきました。
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！

4○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



支部ひろば

　当支部では、毎年７事業を実施しております。今回はその中で、お出かけサロン事業を紹介いたします。10
月 11 日（水）・18 日（水）の２回に分けて 65 歳以上の参加者を募集、日光猿軍団観劇に行ってきました。
愛らしい仕草と演技、調教師の方の巧みな話術に、大笑いあり、感心しきりと、五感全開で大いに楽しむ事が出
来ました。寿命が３年も
５年も延びたとの喜びの
声も頂き、来て本当に良
かったとその意義を強く
感じる事が出来たサロン
会でした。

●高倉支部　「お出かけサロンは日光猿軍団」	 支部長　井上　久夫

　天下野支部では“健康で長寿”を目標に、数々の事
業を実施しています。その中で今年度も「三世代交流
会」を 12 月３日（日）に、65 歳以上の方、小学生
とその父兄、支部運営委員の約 60 名で行いました。
内容は、午前の部は、市内ボランティア「常陸太田生
活学校」の指導で、牛乳パックを利用して小物入れを

作り、午後は、市の販売流通対策課による「柿の葉茶」の紹介をしていただき、みんなで試飲しました。

●天下野支部　「三世代交流会」	 支部長　小林　隆男

　12月９日（土）、公民館との共催で行いました。普段顔を合わせることの少ない人達が、
慣れない作業に悪戦苦闘しながらも、指導者
の手助けにより作り上げた「しめ飾り」は、形
がどうであれ、感激もまた一入のようでした。
　年の瀬の慌ただしい時期でしたが、伝統

技術を習得する嬉しさと充実感を味わい、最後に食事ボランティアの
調理した豚汁に舌鼓を打ちながらの楽しいふれあい会でした。

●河内支部　「しめ飾り作りふれあい会」	 支部長　中村　　司

　12 月２日（土）つくば市のサイバーダイン社を訪れました。担当者
から介護ロボットについて紹介していただいたり、腕にセンサーを取り
付けて遠隔操作をするなどの体験をしました。委員の皆さんからは、多
くの質問も出てロボットの役割に関心が高いことが伺えました。次の間
宮林蔵記念館では、館長さんから林蔵の生い立ちから測量士としての功
績を説明していただきました。帰りには委員の方から「有意義な研修で
した」との声をいただきました。

●金砂支部　「運営委員視察研修」	 書　記　富田　雅弘
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民生委員制度100周年 ・ 児童委員制度70周年を迎えました

　長年民生委員活動に尽力された、茨城県民生委員児童委員協議会前会長の鯨井登美子さんを講師にむか
え、民生委員・児童委員協議会研修会が開催されました。
○社会福祉協議会は、これからも民生委員・児童委員の皆様と連携・協力して地域福祉の推進に取り組み

ます。

事業報告／募集

　「ほのぼのおおた」は協力会員（援助したい方）が利用会員（援助してほしい方）にサービスを提供する市
民の皆さまの参加と協力によって行われる会員制の有償サービスです。
　あたたかい気持ちで高齢者や子どもに接することのできる方の登録を随時受け付けています。

　協力会員を募集しています！　在宅福祉サービスセンター/ファミリー・サポート・センター

活動内容
・ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に買い物、家事援助など
・子育て中のご家庭に一時的な保育、送迎など

募集対象
・市内在住の 20 歳以上の心身ともに健康で積極的に援助ができる方
・特に資格は必要としません
　※活動費として、平日１時間 600 円／交通費 200 円を支給します。

問合せ先
　　在宅福祉サービスセンター / ファミリー・サポート・センター「ほのぼのおおた」　TEL　72-4574

　１月 27 日（土）総合福祉会館にて、徳田太郎氏を
講師に迎え、話し合いを円滑にすすめ、いろいろなア
イデアを引き出せる会議の進め方を学びました。参加
者からは「意見を言いやすい雰囲気の作り方が勉強に
なった」「新しい視点での会議の進め方を知った」な
ど大変好評でした。

　ボランティア・市民活動研修会を開催しました！

　12 月 17 日（日）総合福祉会館にて福祉まつりを開催しました。ボランティアをはじめ、市内の福祉を支
える様々な企業や団体、個人ボランティアや市内高校 JRC 部、特別支援学校が協力し合い、活動紹介や体験・
発表・模擬店など盛りだくさんの内容となりました。
　また、企業・団体より協賛いただき実施したクイズラリーや抽選会、村上守・真理子ご夫妻によるスペシャ
ルステージや、保育園児によるダンスや太鼓演奏は、大勢の方に鑑賞いただき大変好評でした。
　たくさんの笑顔の中、さまざまな“つながり”を感じられた一日となりました。

★いただいた協賛品は、クイズラリー及び抽選会の景品として使わせていただきました

（順不同・敬称略）

常陸農業協同組合／㈱暁恒産太田温泉やまぶきの湯／西金砂湯けむりの郷金砂の湯／㈱水府振興公社竜っちゃん乃湯／
㈶里美ふるさと振興公社ぬく森の湯／㈱エス・キャビネット／㈲大森文具店／㈱カスミ常陸太田店／茨城トヨタ自動車
常陸太田店／㈱常陽銀行太田支店／㈱筑波銀行太田支店／常陸太田郵便局／水戸ヤクルト販売株式会社／㈱アンダーツ
リー東京キコーナ太田店／いばらきコープ生活協同組合／株式会社ハリカ太田店

～福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～

　“常陸太田福祉まつり”でつながり再発見！

6○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



皆さまから寄せられました善意について報告いたします。
ご協力ありがとうございました。

～高齢者に関する相談窓口～
地域包括支援センターにご相談ください

～高齢者に関する相談窓口～
地域包括支援センターにご相談ください

お 住 い の 地 区 担 当 窓 口 所 在 地 電 話 番 号
常陸太田地区・金砂郷地区 本所 稲木町33（市総合福祉会館内） 72-8881
水府地区・里美地区 サブセンター 町田町163-1（水府支所内） 70-5678

◆開 所 日：毎週月～金曜日（土日・祝日、年末年始を除く）
◆開所時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分

心配ごと相談／無料法律相談心配ごと相談／無料法律相談
○心配ごと相談（予約不要）　午後１時30分～３時30分

　日々の生活の中で誰かに相談したいと思っていることはありませんか？
　秘密は固く守りますのでお気軽にご利用ください。

と　き ところ
4 月　3 日（火）総合福祉会館（稲木町 33）
4 月 24 日（火）里美保健センター（大中町 975）
5 月　1 日（火）総合福祉会館（稲木町 33）
5 月　8 日（火）金砂郷保健センター（高柿町 257-3）

と　き ところ
5 月 15 日（火）市役所 水府支所（町田町 163-1）
6 月　5 日（火）総合福祉会館（稲木町 33）
6 月 26 日（火）里美保健センター（大中町 975）

○無料法律相談（要予約）※　午後１時～４時
　専門家に相談しませんか？事前予
約が必要で、お１人 20 分程度、定
員９名です。ぜひご利用ください。

と　き ところ 予約開始日
5 月 23 日（水）里美保健センター（大中町 975） 5 月　8 日（火）
※予約は午前９時から先着順で受付ます。（73-1717）

H29.12.１～ H30.2.28（敬称略、順不同）

設置協力場所 金　額（単位：円）
なごみ家 1,951

募 金 箱	

氏　　名 金　額（単位：円）
馬場第一和楽美会 17,600
12/3開催フリーマーケット寄附金 1,798
高野 廣子 1,940
常陸太田市西金砂登山マラソン実行委員会 22,012
太田北部高砂会 10,529
前田 敏武 10,000
西野 栄子 2,494
まぶち会 14,877
太田南部高砂会 5,795
中村 二三子 10,000
太田東部高砂会 32,376
㈱三友製作所 19,186
水戸友の会 3,000
鈴木 一 10,000
染中 30 卒グランドゴルフ愛好家 20,000
幸友会 1,867
匿名（４件） 168,475

金銭預託
氏　　名 物　　品

アルファジャパン ペットボトルキャップ 190kg

物品払出

常陸太田市西金砂登山
マラソン実行委員会　様

太田北部高砂会　様

馬場第一和楽美会　様

NPO 法人グリーンピュア
常陸太田　様

太田東部高砂会　様

茨城県退職公務員連盟
常陸太田支部　様

太田南部高砂会　様

物品預託 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

嶋根司法書士事務所
馬場第一和楽美会
大須賀 文惠
常陸太田市民生委員児童委員協議会
大須賀 克已
東二町内会
稲木町長寿会
太田北部高砂会
西小沢小学校
三次 満佐子

太田東部高砂会
沢畠 眞知子
茨城県退職公務員連盟常陸太田支部
瑞竜白鷺会
中村 政子
山崎 義一
太田第一高等学校
㈱高木総合保険センター
卓球を楽しむ会
瑞龍町高倉友和会

横山 壽美子
NPO法人グリーンピュア常陸太田
大和田時計本店
鈴木鉄工㈱
小室 久美子
モタイ輪店
鴨志田 幸子
小林材木店
まぶち会
第一生命㈱太田オフィス

大内 操
市民団体ボランティアなあす
常陸太田市地方家族会
市老連女性部
鈴木 義一
瑞竜中学校
小倉 恒子
退職女性教職員の会常陸太田支部
倉本 サタ子
薬谷町会

大里二いきいきサロン会
小菅長寿会
バニングクラブベストフレンド
根本医院
水府小学校
常陸太田市佐竹地区町会長協議会
田所 治
鹿島 文雄
JA 常陸サービス
㈲堀越

大貫 博
峯村 京子
東光食品㈱常陸太田工場
㈱岩瀬屋製作所
太田東部高砂会
JA 常陸 太田地区女性部
匿名（17 件）

7 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



　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事故に
備えて「ボランティア活動保険･行事用保険」の加入手続きをしています。
　平成30年度の保険受付がスタートしましたので、ボランティア
活動をされている方は、お早めにご加入ください。

保険料
（１名あたり）

Ａプラン

基本タイプ 350円

500円 710円

510円

天災タイプ

Ｂプラン

平成30年度ボランティア活動保険の加入受付が始まりました！

【申込み・問合せ先】　ボランティア・市民活動センター　電話 /FAX　73-1565

　３月８日（木）生涯学習センターにて、第１部 認知症啓発映画会として、ドキュメンタリー映画「徘徊」
の上映、第２部ではふれあいサロン交流会を開催しました。映画会の上映前には、地域でふれあいサ
ロン活動をしている「サロンおたがいさま 代表 只野光芳氏」、「ピュア内堀・宮本の会 代表 大兼郁子
氏」、「山口サロン会 代表 萩谷香代子氏、菊地重子氏」、３つのサロン活動発表があり、サロンを立ち
上げたきっかけや活動の必要性についてお話をいただきました。
　映画「徘徊」は、認知症をもつ母と娘の何気ない日常をつづったドキュメンタリー映画で、昨年に
引き続き２度目の上映でしたが、見る方に訴えるものは大きく大好評でした。
　ふれあいサロン交流会では、市内でサロン活動を行っている方々、これから始めてみたいと思って
いる方々が集まり、自分のサロンのいいところについて情報交換をおこない、「今後のサロン活動に向
けての“横のつながり”づくりができた」と大変好評でした。

✿ 対　象　サロン会や老人会など５名以上の団体
✿ 会　場　お近くの集会所または、公民館
✿ 内　容　栄養：食事や健康についてなど
 　　　　　口腔：お口の清掃・はたらきについてなど
✿ 申込み　社会福祉協議会・支所の窓口にある申込
 　　　　　用紙にご記入ください（１ヶ月前までに）
＊詳細は、申込み時にご相談ください

（電話：73-1717）

　私達が元気に過ごすには、「食べる」事を欠かす
ことはできません。毎日の食事、歯や入れ歯の磨き
方など、日頃の生活を見直してみませんか？
　いつまでも、自分
らしく、生きるため
のお手伝いをさせて
いただきます。

私達が元気に過

みんなで
健康寿命を
のばしましょう

8この広報紙は「赤い羽根共同募金」を財源として発行しています

お問合せ先　【ご意見・ご感想などございましたら、お寄せください】


