
社会福祉法人　常陸太田市社会福祉協議会　TEL: 73-1717　FAX: 72-5449
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◆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975　　　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】

　　ふれあい・いきいきサロンにおじゃましました！
　ふれあい・いきいきサロンは、
地域の皆さまが身近な場所で仲間
と楽しく過ごせる「憩いのたまり
場」です。
　お近くのサロンに参加してみま
せんか？また、新たなサロンを
はじめることもできます。社協では
『集いの場づくり』を支援して
います。立ち上げのための助成金
などもありますので、お気軽に
ご相談ください。
【お問合せ】地域づくりグループ

　10月1日（月）より、赤い羽根共同募金運動が、全国一斉

にスタートしました。常陸太田市共同募金委員会（社会福祉

協議会内）では、道の駅ひたちおおたや市内各店舗などにお

いて、市内中高生およびボランティア団体などのご協力をい

ただき、募金活動を行っています。

市内初！赤い羽根募金付き自動販売機を導入

赤い羽根共同募金運動

　常陸太田駅と総合福祉会館

に寄付付き自動販売機を設置

しました。

　飲料水を購入することに

より、売上の一部が寄付され

る仕組みになっています。

　気軽に社会貢献できます

のでぜひご利用ください！

赤い羽根共同募金 TOPICS赤い羽根共同募金 TOPICS

じぶんの町を良くするしくみ。

あたたかい地域の絆で 伸ばそう 健幸寿命！

（記事は2Pに）

山下なかよし会 東染サロン会

　13年目を迎え、
　ますます楽しく過ごしています！
　13年目を迎え、
　ますます楽しく過ごしています！ 　今年の8月からはじめました。　今年の8月からはじめました。

総合福祉会館総合福祉会館常陸太田駅常陸太田駅

健康 ･福祉まつり健康 ･福祉まつり健 康 ･ 福 祉 ま つ り健 康 ･ 福 祉 ま つ り

じゃんけん大会じゃんけん大会

　片腕のギタリスト

  湯 上 　 輝 彦 氏

　片腕のギタリスト

  湯 上 　 輝 彦 氏

常陸太田特別支援学校常陸太田特別支援学校

里美ボランティアの会里美ボランティアの会

金砂郷ボランティア
 やまびこ

金砂郷ボランティア
 やまびこ常陸太田生活学校常陸太田生活学校

市レクリエーション協会市レクリエーション協会
シルバーリハビリ体操

指導士会
シルバーリハビリ体操

指導士会

企業も多数参加！企業も多数参加！

　市内高等学校JRC部　市内高等学校JRC部

茨城キリスト教大学  港の会茨城キリスト教大学  港の会

健 康 ･ 福 祉 ま つ り
 ス ペ シャル ゲ スト ス ペ シャル ゲ スト

⑻

この広報誌は「赤い羽根共同募金」を財源として発行しています
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
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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～」



　10月17日（水）常陸太田市民交流センターにて「第68回茨城県社会福祉大会」が開催され、長年にわたり
社会福祉に貢献された県内767個人･団体が表彰されました。市内からは下記の皆さまが受賞されました。

（株）三友製作所…………………………22,968円
常陸太田ライオンズクラブ第31回チャリティゴルフ大会…100,000円
西金砂登山マラソン大会実行委員会…20,726円
大里2いきいきサロン会…………………4,113円
阡縁会………………………………………5,000円
前田敏武…………………………………10,000円
石井勝三……………………………………4,336円
猿田なつ奈…………………………………3,100円
匿名（2件）………………………………249,460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

誉田小学校、郡戸小学校、市老連女性部、稲木町長寿会、小菅町長寿会、
久米なごみサロン会、卓球を楽しむ会、スクエアステップあじさい会、
田渡清流クラブ、瑞龍町高倉友和会、下河合町釜田東班、東二町会、
寿フラワーの会、花房西サロン、手話サークル「サフラン」、ボランティア

「なあす」、松栄香仙寺まどか会、バニングクラブベストフレンド、辰ノ口
堰土地改良区･里川堰土地改良区、常陸太田市太田地区民生委員児童委員
協議会、茨城県久慈地区保護司会、常陸太田市役所、(福)誉田養徳園、
藤井病院、矢部動物病院、ひたち花壇、鈴木鉄工(株)、第一生命(株)
太田オフィス、嶋根司法書士事務所、(株)岩瀬屋製作所、東光食品(株)
常陸太田工場、(株)いばらきのケア、(有)中村屋商店、常陸工研、モタイ
輪店、キコーナ太田店、菊池、大須賀文恵、茂又武子、鈴木久子、前田敏
武、加藤木かつ子、滑川慎也、遠藤忍、鴨志田幸子、菅サチ子、白石康
光、沢畠眞知子、石井勝三、永井宏、井坂静代、尾崎洋子、宇野英夫、
大内操、菊池恵子、小室久美子、引田孝子、秋山民江、青谷曉子、福
田幸子、宇野誓、匿名(12件)

地域福祉の向上のため、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）
【預託の部】

金銭預託

募 金 箱

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(350kg)
市内７福祉施設………………………成人用紙おむつ･尿パット
(福)西山苑……………………………………………籾米・甘柿
(福)誉田養徳園………………………………………………籾米

心配ごと相談/無料法律相談

1月 4日（金）
1月 8日（火）
1月15日（火）
2月 5日（火）

総合福祉会館（稲木町33）

金砂郷保健センター（高柿町257-3）

市役所 水府支所（町田町163-1）

総合福祉会館（稲木町33）

2月26日（火）
3月 5日（火）
3月12日（火）
3月19日（火）

と　き ところ と　き ところ
里美保健センター（大中町975）

総合福祉会館（稲木町33）

金砂郷保健センター（高柿町257-3）

市役所 水府支所（町田町163-1）

市役所 水府支所（町田町163-1）　　　※予約制〔予約開始日 1月 8日（火）〕

金砂郷保健センター（高柿町257-3）　 ※予約制〔予約開始日 3月12日（火）〕
1月23日（水）
3月27日（水）

心
配
ご
と

法
律

★心配ごと相談（予約不要）　●時間：午後1時30分～3時30分
　日常生活上の相談をお受けします。秘密は固く守りますので安心してご利用ください。

★無料法律相談（要予約）　　●時間：午後1時～4時
　法律に関する問題に弁護士が対応いたします。１人20分程度、定員9名の予約制です。
　予約は予約開始日の午前9時から先着順で受付ます。（☎73-1717）

　善意銀行 9・10・11月分 感謝の報告　善意銀行 9・10・11月分 感謝の報告 第68回　茨城県社会福祉大会第68回　茨城県社会福祉大会

　10月28日（日）総合福祉会館にて「あたたかい地域の絆で 伸ばそう 健幸寿命！」をテーマに「健康･福祉まつり」
を開催しました。健康･福祉に関連する団体、運営ボランティアの協力や企業の協賛のもと、2,300名の多くの
来場者で会場は大変賑わいました！
　秋晴れのもと、深谷聖先生（フカヤ歯科クリニック院長）による講演会、湯上輝彦氏（片腕のギタリスト）の
スペシャルステージ、ボランティア活動発表･体験、模擬店、じょうづるさんじゃんけん大会など、笑顔あふれる
一日となりました。

設置協力場所
藤井病院、ひたちの中央クリニック、大山病院、川崎
クリニック、渡辺医院、根本医院、石川医院、サン
薬局、谷河原接骨院、道の駅さとみ、水府物産
センター、そば工房、金砂の湯、やまぶきの湯、
ファミリーストアてらしま、ファミリーマート常陸太田
里美店、セイコーマート水府中染店、菓子のやまがた、
なごみ家、チキンデリカはたや、常陸セントラル
ゴルフ練習場、常陸太田市役所、総合福祉会館、
金砂郷保健センター、里美保健センター

……………………計　157,193円

茨城県知事表彰 茨城県社会福祉協議会会長表彰 茨城県社会福祉協議会会長感謝
社会福祉援護功労者
　髙安信光
　平澤茂子
　おはなしの会 きいろいばけつ
　サロンやまぶき会
　特定非営利活動法人 結
共同募金奉仕者
　石川猛

民生委員･児童委員
　藤田洋子
社会福祉協議会役員
　鴨志田治
　大兼郁子
社会福祉施設役員
　菊地昂
　川又幸子
社会福祉施設職員
　桒原智子
ボランティア
　大森すみ子
　窪田茂
　手話サークル「サフラン」
　大里２いきいきサロン会
　プア・イリアヒ
　誉田健康体操教室
　塙町健康体操教室
心配ごと相談員
　村田規
　大金衛二

寄付･寄贈
　（有）石川電気

おめでとうございます（敬省略･順不同）

オープニング 地元の「天神ばやし」披露

心配ごと相談員の受賞者を代表し、
賞状をうけとる大金衛二さん

市内の代表者による大会宣言

常陸農業協同組合／(株)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／(株)水府振興公社 竜っちゃん乃湯／(一財)里美
ふるさと振興公社 ぬく森の湯／(株)エス･キャビネット／(株)カスミ 常陸太田店／(株)かわねや 木崎店／茨城トヨタ自動車(株) 常陸
太田店／(株)常陽銀行 太田支店／(株)筑波銀行 太田支店／常陸太田郵便局／水戸ヤクルト販売(株)／いばらきコープ(生協)／(株)アンダー
ツリー東京 キコーナ太田店／(株)ハリカ 太田店･介護支援センター ハートランド／コカ･コーラボトラーズジャパン(株)／金砂郷
食品(株)／亀じるし製菓(株)／道の駅ひたちおおた

～健康･福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～～健康･福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～ （敬省略･順不同）

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

　健康･福祉まつり　健康･福祉まつり　 第４５回常陸太田市社会福祉大会  ～ふくし講演会～　 第４５回常陸太田市社会福祉大会  ～ふくし講演会～

［と　き］平成31年2月14日（木）　午後1時20分～4時15分
［ところ］水府総合センター　La･ラ･ホール（町田町163-1）
「内　容］●オープニングアトラクション
　　　　　　金砂郷小学校6年生による「西金砂神社田楽舞」
　　　　　●式典　社会福祉功労者への表彰･感謝状の贈呈
　　　　　●ふくし講演会　午後3時10分～
　　　　　　テーマ：『今できること』
　　　　　　講　師：エム　ナマエ　氏（全盲のイラストレーター）

　どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。 ●講師プロフィール　
　エム　ナマエ  氏
　イラストレーターとして
活 躍 し て い た が 、 病 気 で
失明。その後、全盲のイラ
ストレーターとして復活。
「第18回サンリオ美術賞」
など数多く受賞。
『とんでけホルモ』『いつも
ぶうたれネコ』など多くの
絵本作品がある。

お知らせ

キコーナ太田店 様

常陸太田ライオンズクラブ第31回チャリティゴルフ大会 様

クイズラリーボランティア団体の活動発表模擬店で賑わう中庭

常陸セントラルゴルフ練習場 様

西金砂登山マラソン大会実行委員会 様

社協（総合福祉会館）にお越しの際は、フリーWi-Fi（無線LAN）がご利用いただけます。
ネットワーク名：ota_shakyo_WiFi　ID：shakyo1717

案　内 ○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⑺ ⑵

　「つなぐ」では、障がいを抱えた方の就労へのステップアップとして、さまざまな自主商品を作製しています。
その中から、特におすすめの商品をご紹介します。

多機能福祉サービス事業所「つなぐ」の商品紹介！多機能福祉サービス事業所「つなぐ」の商品紹介！

ご利用ください！ おとしより生活相談センターご利用ください！ おとしより生活相談センター

　地域包括支援センターが、「おとしより生活相談センター」の愛称となりました。

　住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるよう､介護･福祉･保健･医療など､さまざまな関係機関と協力

して支援を行う､高齢者のための総合相談機関です。

（常陸太田市地域包括支援センター）
お問合せ

【受付時間】月～金　午前8時30分～午後5時15分（祝日を除く）

・介護サービスを使いたいがどうすればいいの？

・どのようなサービスがあるか詳しく知りたい。　

・生活費など、自分のお金の管理が不安。

・近くに住んでいる高齢者で心配な人がいるんだけど…。

・最近、物忘れが多くなってきた…。　　　　　　　　　　　など

このようなことで困った時は相談してください！

※センターへの来所が難しい場合には、職員が訪問し相談をお受けします。お気軽にお問合せください。

おとしより生活相談センター

サブセンター

本　　　　所
【担当地区】常陸太田･金砂郷　☎72-8881　

【担当地区】水府･里美　　　　☎70-5678　

稲木町 33　総合福祉会館内

町田町 163-1　市役所水府支所内

［と　き］平成31年2月21日（木）　
　　　　　午後1時30分～3時30分

［ところ］総合福祉会館

［対　象］市内在住の認知症の方とそのご家族など

［参加費］無　料

［問合せ］おとしより生活相談センター（☎72-8881）

【イベント情報】

オレンジカフェ「やすらぎ」

▲9月27日のカフェの様子

認知症の方とその家族、

支援者などが集い、お茶

を飲みながら普段抱え

ている不安や疑問を

気軽に相談できる場

です。

オレンジカフェとは？

　商品は「つなぐ」または、当社協にてお買い求めください。
企業からの受注製品も承っておりますので、お問合せください。

　多機能福祉サービス事務所「つなぐ」増井町131
　☎72-4550

　あずきカイロ 　イヤホンポーチ花 苗

福祉バザーを開催しました福祉バザーを開催しました

　福祉バザーには、朝から多くの方が来場し、大いに賑わいました。

　品物をお寄せいただいた皆さま、バザー開催にあたりご協力をいた

だいた皆さま、会場へお越しいただいた皆さまに心から感謝申し上げ

ます。

地区名

常陸太田地区
金砂郷地区
里　美　地区

ご協力品

8,057点
2,746点
1,414点

益　金

961,096円
403,145円
238,309円
11月 30日現在

常陸太田地区 金 砂 郷 地 区 里 美 地 区

10/20（土）山吹運動公園市民体育館にて 10/27（土）大里ふれあいセンターにて 11/3（土）さとみ秋の味覚祭会場にて

～福祉バザーの益金を活用し、社協各支部でさまざまな事業を実施しています～

ふれあいサロン（太田支部） 昔あそび（金郷支部） 賀美まつり（賀美支部）

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22日～
8月18日）と秋期（10月6日～11月11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、大学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。

ボランティア･市民活動研修会「なにができるか？話そうよ」　○とき：平成31年1月27日（日）午後1時～4時
○ところ：総合福祉会館 ○内容：講演《講師：池田幸也 氏（常磐大学教授）》、活動発表、ワークショップ ※要申込み
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「  社 協 支 部 連 絡 会  」
　8月23日（木）･24日（金）里美保健センターにて、
「社協支部連絡会」を開催しました。社協の各
支部長などが一堂に会し、研修をはじめ、各支部
での新たな取組みなどを発表し、グループワーク
を通して情報交換を行いました。

●幸久支部　「 地域に根ざしたふれあいサロン活動 」 支部長　中山　芳樹

●世矢支部　「 地域交流会 」 支部長　川又　善行

●久米支部　「 4年生と高齢者の交流 」 支部長　石井　　彰

　11月6日（火）、久米小学校の児童43名と久米地区老人クラブ連合会
16名の皆さんによるグラウンドゴルフ交流会を開催しました。
　この交流会は、子供達は高齢者への接し方や感謝と思いやりの心を

育むこと、高齢者はルールやマナーを教え
ることにより、地域の子供達を日常的に
見守る存在になることを目指して開かれて
います。
　これからも「ふれあいと絆 久米の郷」を
旗印に、地域の福祉に取り組みます。

●天下野支部　「 健 康 教 室  」 支部長　小林　隆男

●高倉支部　「 日鉱記念館・鵜の岬ふれあいの旅 」 支部長　井上　久夫

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！

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！

　10月10日（水）と10月19日（金）の2回にわけて“65歳以上の高齢者＆ボランティア”の「お出かけサロン」
を実施しました。今回は、日鉱記念館・鵜の岬・五浦美術館へ出かけました。参加者は地元で顔見知りの方
ばかり。お天気も良く車中の会話も弾み、とても気持ちの良い「お出かけサロン」となりました。

　11月21日（水）世矢ふれあいセンターにて、世矢小４年生といきいきふれあいサロン会会員との地域交流会
を開催しました。児童たちのコーラスから始まり、クイズや真弓山麓が舞台の「6匹の子豚」と正統派の「桃太郎」
劇を披露してくれました。また、おはじき･メンコ･お手玉･カルタなどの昔遊びを一緒に楽しみ、笑いと感動
につつまれました。昼食は皆でカレーを食べながらふれあい、「家のカレーより美味しい！」と嬉しい言葉もあ
り、子供たちの元気や、やさしさを感じた一日でした。

　地域の団体などと連携のもと各種活動を行っており、特に力を
入れているものが「ふれあいサロン活動」です。
　このふれあいサロンは、町内単位で密度の濃い交流を目指して
います。年2回×5町内、計10回行っており、主に口と体と頭の
3つを楽しく動かす体操を
行っています。
　最近は「心」の面にも着目
し、瞑想の時間も取り入れ
ています。
　今後も、地域の方々の
期待に応えられるように
活動を続けていきたいと
考えています。

　10月12日（金）工芸交流センター楓にて、支部役員とボランティア24名が参加して小物入れ作りを
しました。毎年行われている歳末たすけあい事業でお届けする品物と共に研修で手作りした品物を添えて、

一人暮らしの方にお届けします。
喜んでくださる高齢者の方々の
笑顔が励みとなり、今年で10回
目となりました。
　研修を通して、地域のボラン
ティア活動についての会話も
弾み、なごやかなひとときに
なりました。

　10月20日（土）天下野公民館にて、“健康で長寿”を目的として「健康教室」を開催しました。
　午前は、保健センター職員による体脂肪
率などの測定と体育指導員によるラジオ
体操、午後は賀美診療所の谷下田先生に
よるお薬講座でした。70歳以上の方が
50名参加しました。
　「天下野地区は元気な人が多いですね」と
言われるよう、これからも続けていきたい
と思います。

支部長　永山　正文●郡戸支部　「 サロンボランティア研修会 」

⑸ ⑷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
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　10月20日（土）天下野公民館にて、“健康で長寿”を目的として「健康教室」を開催しました。
　午前は、保健センター職員による体脂肪
率などの測定と体育指導員によるラジオ
体操、午後は賀美診療所の谷下田先生に
よるお薬講座でした。70歳以上の方が
50名参加しました。
　「天下野地区は元気な人が多いですね」と
言われるよう、これからも続けていきたい
と思います。

支部長　永山　正文●郡戸支部　「 サロンボランティア研修会 」

⑸ ⑷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



　10月17日（水）常陸太田市民交流センターにて「第68回茨城県社会福祉大会」が開催され、長年にわたり
社会福祉に貢献された県内767個人･団体が表彰されました。市内からは下記の皆さまが受賞されました。

（株）三友製作所…………………………22,968円
常陸太田ライオンズクラブ第31回チャリティゴルフ大会…100,000円
西金砂登山マラソン大会実行委員会…20,726円
大里2いきいきサロン会…………………4,113円
阡縁会………………………………………5,000円
前田敏武…………………………………10,000円
石井勝三……………………………………4,336円
猿田なつ奈…………………………………3,100円
匿名（2件）………………………………249,460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

誉田小学校、郡戸小学校、市老連女性部、稲木町長寿会、小菅町長寿会、
久米なごみサロン会、卓球を楽しむ会、スクエアステップあじさい会、
田渡清流クラブ、瑞龍町高倉友和会、下河合町釜田東班、東二町会、
寿フラワーの会、花房西サロン、手話サークル「サフラン」、ボランティア

「なあす」、松栄香仙寺まどか会、バニングクラブベストフレンド、辰ノ口
堰土地改良区･里川堰土地改良区、常陸太田市太田地区民生委員児童委員
協議会、茨城県久慈地区保護司会、常陸太田市役所、(福)誉田養徳園、
藤井病院、矢部動物病院、ひたち花壇、鈴木鉄工(株)、第一生命(株)
太田オフィス、嶋根司法書士事務所、(株)岩瀬屋製作所、東光食品(株)
常陸太田工場、(株)いばらきのケア、(有)中村屋商店、常陸工研、モタイ
輪店、キコーナ太田店、菊池、大須賀文恵、茂又武子、鈴木久子、前田敏
武、加藤木かつ子、滑川慎也、遠藤忍、鴨志田幸子、菅サチ子、白石康
光、沢畠眞知子、石井勝三、永井宏、井坂静代、尾崎洋子、宇野英夫、
大内操、菊池恵子、小室久美子、引田孝子、秋山民江、青谷曉子、福
田幸子、宇野誓、匿名(12件)

地域福祉の向上のため、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）
【預託の部】

金銭預託

募 金 箱

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(350kg)
市内７福祉施設………………………成人用紙おむつ･尿パット
(福)西山苑……………………………………………籾米・甘柿
(福)誉田養徳園………………………………………………籾米

心配ごと相談/無料法律相談

1月 4日（金）
1月 8日（火）
1月15日（火）
2月 5日（火）

総合福祉会館（稲木町33）

金砂郷保健センター（高柿町257-3）

市役所 水府支所（町田町163-1）

総合福祉会館（稲木町33）

2月26日（火）
3月 5日（火）
3月12日（火）
3月19日（火）

と　き ところ と　き ところ
里美保健センター（大中町975）

総合福祉会館（稲木町33）

金砂郷保健センター（高柿町257-3）

市役所 水府支所（町田町163-1）

市役所 水府支所（町田町163-1）　　　※予約制〔予約開始日 1月 8日（火）〕

金砂郷保健センター（高柿町257-3）　 ※予約制〔予約開始日 3月12日（火）〕
1月23日（水）
3月27日（水）

心
配
ご
と

法
律

★心配ごと相談（予約不要）　●時間：午後1時30分～3時30分
　日常生活上の相談をお受けします。秘密は固く守りますので安心してご利用ください。

★無料法律相談（要予約）　　●時間：午後1時～4時
　法律に関する問題に弁護士が対応いたします。１人20分程度、定員9名の予約制です。
　予約は予約開始日の午前9時から先着順で受付ます。（☎73-1717）

　善意銀行 9・10・11月分 感謝の報告　善意銀行 9・10・11月分 感謝の報告 第68回　茨城県社会福祉大会第68回　茨城県社会福祉大会

　10月28日（日）総合福祉会館にて「あたたかい地域の絆で 伸ばそう 健幸寿命！」をテーマに「健康･福祉まつり」
を開催しました。健康･福祉に関連する団体、運営ボランティアの協力や企業の協賛のもと、2,300名の多くの
来場者で会場は大変賑わいました！
　秋晴れのもと、深谷聖先生（フカヤ歯科クリニック院長）による講演会、湯上輝彦氏（片腕のギタリスト）の
スペシャルステージ、ボランティア活動発表･体験、模擬店、じょうづるさんじゃんけん大会など、笑顔あふれる
一日となりました。

設置協力場所
藤井病院、ひたちの中央クリニック、大山病院、川崎
クリニック、渡辺医院、根本医院、石川医院、サン
薬局、谷河原接骨院、道の駅さとみ、水府物産
センター、そば工房、金砂の湯、やまぶきの湯、
ファミリーストアてらしま、ファミリーマート常陸太田
里美店、セイコーマート水府中染店、菓子のやまがた、
なごみ家、チキンデリカはたや、常陸セントラル
ゴルフ練習場、常陸太田市役所、総合福祉会館、
金砂郷保健センター、里美保健センター

……………………計　157,193円

茨城県知事表彰 茨城県社会福祉協議会会長表彰 茨城県社会福祉協議会会長感謝
社会福祉援護功労者
　髙安信光
　平澤茂子
　おはなしの会 きいろいばけつ
　サロンやまぶき会
　特定非営利活動法人 結
共同募金奉仕者
　石川猛

民生委員･児童委員
　藤田洋子
社会福祉協議会役員
　鴨志田治
　大兼郁子
社会福祉施設役員
　菊地昂
　川又幸子
社会福祉施設職員
　桒原智子
ボランティア
　大森すみ子
　窪田茂
　手話サークル「サフラン」
　大里２いきいきサロン会
　プア・イリアヒ
　誉田健康体操教室
　塙町健康体操教室
心配ごと相談員
　村田規
　大金衛二

寄付･寄贈
　（有）石川電気

おめでとうございます（敬省略･順不同）

オープニング 地元の「天神ばやし」披露

心配ごと相談員の受賞者を代表し、
賞状をうけとる大金衛二さん

市内の代表者による大会宣言

常陸農業協同組合／(株)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／(株)水府振興公社 竜っちゃん乃湯／(一財)里美
ふるさと振興公社 ぬく森の湯／(株)エス･キャビネット／(株)カスミ 常陸太田店／(株)かわねや 木崎店／茨城トヨタ自動車(株) 常陸
太田店／(株)常陽銀行 太田支店／(株)筑波銀行 太田支店／常陸太田郵便局／水戸ヤクルト販売(株)／いばらきコープ(生協)／(株)アンダー
ツリー東京 キコーナ太田店／(株)ハリカ 太田店･介護支援センター ハートランド／コカ･コーラボトラーズジャパン(株)／金砂郷
食品(株)／亀じるし製菓(株)／道の駅ひたちおおた

～健康･福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～～健康･福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～ （敬省略･順不同）

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

　健康･福祉まつり　健康･福祉まつり　 第４５回常陸太田市社会福祉大会  ～ふくし講演会～　 第４５回常陸太田市社会福祉大会  ～ふくし講演会～

［と　き］平成31年2月14日（木）　午後1時20分～4時15分
［ところ］水府総合センター　La･ラ･ホール（町田町163-1）
「内　容］●オープニングアトラクション
　　　　　　金砂郷小学校6年生による「西金砂神社田楽舞」
　　　　　●式典　社会福祉功労者への表彰･感謝状の贈呈
　　　　　●ふくし講演会　午後3時10分～
　　　　　　テーマ：『今できること』
　　　　　　講　師：エム　ナマエ　氏（全盲のイラストレーター）

　どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。 ●講師プロフィール　
　エム　ナマエ  氏
　イラストレーターとして
活 躍 し て い た が 、 病 気 で
失明。その後、全盲のイラ
ストレーターとして復活。
「第18回サンリオ美術賞」
など数多く受賞。
『とんでけホルモ』『いつも
ぶうたれネコ』など多くの
絵本作品がある。

お知らせ

キコーナ太田店 様

常陸太田ライオンズクラブ第31回チャリティゴルフ大会 様

クイズラリーボランティア団体の活動発表模擬店で賑わう中庭

常陸セントラルゴルフ練習場 様

西金砂登山マラソン大会実行委員会 様

社協（総合福祉会館）にお越しの際は、フリーWi-Fi（無線LAN）がご利用いただけます。
ネットワーク名：ota_shakyo_WiFi　ID：shakyo1717

案　内 ○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⑺ ⑵

　「つなぐ」では、障がいを抱えた方の就労へのステップアップとして、さまざまな自主商品を作製しています。
その中から、特におすすめの商品をご紹介します。

多機能福祉サービス事業所「つなぐ」の商品紹介！多機能福祉サービス事業所「つなぐ」の商品紹介！

ご利用ください！ おとしより生活相談センターご利用ください！ おとしより生活相談センター

　地域包括支援センターが、「おとしより生活相談センター」の愛称となりました。

　住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるよう､介護･福祉･保健･医療など､さまざまな関係機関と協力

して支援を行う､高齢者のための総合相談機関です。

（常陸太田市地域包括支援センター）
お問合せ

【受付時間】月～金　午前8時30分～午後5時15分（祝日を除く）

・介護サービスを使いたいがどうすればいいの？

・どのようなサービスがあるか詳しく知りたい。　

・生活費など、自分のお金の管理が不安。

・近くに住んでいる高齢者で心配な人がいるんだけど…。

・最近、物忘れが多くなってきた…。　　　　　　　　　　　など

このようなことで困った時は相談してください！

※センターへの来所が難しい場合には、職員が訪問し相談をお受けします。お気軽にお問合せください。

おとしより生活相談センター

サブセンター

本　　　　所
【担当地区】常陸太田･金砂郷　☎72-8881　

【担当地区】水府･里美　　　　☎70-5678　

稲木町 33　総合福祉会館内

町田町 163-1　市役所水府支所内

［と　き］平成31年2月21日（木）　
　　　　　午後1時30分～3時30分

［ところ］総合福祉会館

［対　象］市内在住の認知症の方とそのご家族など

［参加費］無　料

［問合せ］おとしより生活相談センター（☎72-8881）

【イベント情報】

オレンジカフェ「やすらぎ」

▲9月27日のカフェの様子

認知症の方とその家族、

支援者などが集い、お茶

を飲みながら普段抱え

ている不安や疑問を

気軽に相談できる場

です。

オレンジカフェとは？

　商品は「つなぐ」または、当社協にてお買い求めください。
企業からの受注製品も承っておりますので、お問合せください。

　多機能福祉サービス事務所「つなぐ」増井町131
　☎72-4550

　あずきカイロ 　イヤホンポーチ花 苗

福祉バザーを開催しました福祉バザーを開催しました

　福祉バザーには、朝から多くの方が来場し、大いに賑わいました。

　品物をお寄せいただいた皆さま、バザー開催にあたりご協力をいた

だいた皆さま、会場へお越しいただいた皆さまに心から感謝申し上げ

ます。

地区名

常陸太田地区
金砂郷地区
里　美　地区

ご協力品

8,057点
2,746点
1,414点

益　金

961,096円
403,145円
238,309円
11月 30日現在

常陸太田地区 金 砂 郷 地 区 里 美 地 区

10/20（土）山吹運動公園市民体育館にて 10/27（土）大里ふれあいセンターにて 11/3（土）さとみ秋の味覚祭会場にて

～福祉バザーの益金を活用し、社協各支部でさまざまな事業を実施しています～

ふれあいサロン（太田支部） 昔あそび（金郷支部） 賀美まつり（賀美支部）

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22日～
8月18日）と秋期（10月6日～11月11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、大学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。

ボランティア･市民活動研修会「なにができるか？話そうよ」　○とき：平成31年1月27日（日）午後1時～4時
○ところ：総合福祉会館 ○内容：講演《講師：池田幸也 氏（常磐大学教授）》、活動発表、ワークショップ ※要申込み

催し物

昨年も好評☆
寒い冬をこれで乗り

きろう！昨年も好評☆
寒い冬をこれで乗り

きろう！ 絡まりやすいイヤホ
ンも

これでスッキリ！
絡まりやすいイヤホ

ンも

これでスッキリ！
「虹の家」で好評だっ

た

花苗を再開しました
。「虹の家」で好評だっ
た

花苗を再開しました
。

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⑶ ⑹



　10月17日（水）常陸太田市民交流センターにて「第68回茨城県社会福祉大会」が開催され、長年にわたり
社会福祉に貢献された県内767個人･団体が表彰されました。市内からは下記の皆さまが受賞されました。

（株）三友製作所…………………………22,968円
常陸太田ライオンズクラブ第31回チャリティゴルフ大会…100,000円
西金砂登山マラソン大会実行委員会…20,726円
大里2いきいきサロン会…………………4,113円
阡縁会………………………………………5,000円
前田敏武…………………………………10,000円
石井勝三……………………………………4,336円
猿田なつ奈…………………………………3,100円
匿名（2件）………………………………249,460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

誉田小学校、郡戸小学校、市老連女性部、稲木町長寿会、小菅町長寿会、
久米なごみサロン会、卓球を楽しむ会、スクエアステップあじさい会、
田渡清流クラブ、瑞龍町高倉友和会、下河合町釜田東班、東二町会、
寿フラワーの会、花房西サロン、手話サークル「サフラン」、ボランティア

「なあす」、松栄香仙寺まどか会、バニングクラブベストフレンド、辰ノ口
堰土地改良区･里川堰土地改良区、常陸太田市太田地区民生委員児童委員
協議会、茨城県久慈地区保護司会、常陸太田市役所、(福)誉田養徳園、
藤井病院、矢部動物病院、ひたち花壇、鈴木鉄工(株)、第一生命(株)
太田オフィス、嶋根司法書士事務所、(株)岩瀬屋製作所、東光食品(株)
常陸太田工場、(株)いばらきのケア、(有)中村屋商店、常陸工研、モタイ
輪店、キコーナ太田店、菊池、大須賀文恵、茂又武子、鈴木久子、前田敏
武、加藤木かつ子、滑川慎也、遠藤忍、鴨志田幸子、菅サチ子、白石康
光、沢畠眞知子、石井勝三、永井宏、井坂静代、尾崎洋子、宇野英夫、
大内操、菊池恵子、小室久美子、引田孝子、秋山民江、青谷曉子、福
田幸子、宇野誓、匿名(12件)

地域福祉の向上のため、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）
【預託の部】

金銭預託

募 金 箱

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(350kg)
市内７福祉施設………………………成人用紙おむつ･尿パット
(福)西山苑……………………………………………籾米・甘柿
(福)誉田養徳園………………………………………………籾米

心配ごと相談/無料法律相談

1月 4日（金）
1月 8日（火）
1月15日（火）
2月 5日（火）

総合福祉会館（稲木町33）

金砂郷保健センター（高柿町257-3）

市役所 水府支所（町田町163-1）

総合福祉会館（稲木町33）

2月26日（火）
3月 5日（火）
3月12日（火）
3月19日（火）

と　き ところ と　き ところ
里美保健センター（大中町975）

総合福祉会館（稲木町33）

金砂郷保健センター（高柿町257-3）

市役所 水府支所（町田町163-1）

市役所 水府支所（町田町163-1）　　　※予約制〔予約開始日 1月 8日（火）〕

金砂郷保健センター（高柿町257-3）　 ※予約制〔予約開始日 3月12日（火）〕
1月23日（水）
3月27日（水）

心
配
ご
と

法
律

★心配ごと相談（予約不要）　●時間：午後1時30分～3時30分
　日常生活上の相談をお受けします。秘密は固く守りますので安心してご利用ください。

★無料法律相談（要予約）　　●時間：午後1時～4時
　法律に関する問題に弁護士が対応いたします。１人20分程度、定員9名の予約制です。
　予約は予約開始日の午前9時から先着順で受付ます。（☎73-1717）

　善意銀行 9・10・11月分 感謝の報告　善意銀行 9・10・11月分 感謝の報告 第68回　茨城県社会福祉大会第68回　茨城県社会福祉大会

　10月28日（日）総合福祉会館にて「あたたかい地域の絆で 伸ばそう 健幸寿命！」をテーマに「健康･福祉まつり」
を開催しました。健康･福祉に関連する団体、運営ボランティアの協力や企業の協賛のもと、2,300名の多くの
来場者で会場は大変賑わいました！
　秋晴れのもと、深谷聖先生（フカヤ歯科クリニック院長）による講演会、湯上輝彦氏（片腕のギタリスト）の
スペシャルステージ、ボランティア活動発表･体験、模擬店、じょうづるさんじゃんけん大会など、笑顔あふれる
一日となりました。

設置協力場所
藤井病院、ひたちの中央クリニック、大山病院、川崎
クリニック、渡辺医院、根本医院、石川医院、サン
薬局、谷河原接骨院、道の駅さとみ、水府物産
センター、そば工房、金砂の湯、やまぶきの湯、
ファミリーストアてらしま、ファミリーマート常陸太田
里美店、セイコーマート水府中染店、菓子のやまがた、
なごみ家、チキンデリカはたや、常陸セントラル
ゴルフ練習場、常陸太田市役所、総合福祉会館、
金砂郷保健センター、里美保健センター

……………………計　157,193円

茨城県知事表彰 茨城県社会福祉協議会会長表彰 茨城県社会福祉協議会会長感謝
社会福祉援護功労者
　髙安信光
　平澤茂子
　おはなしの会 きいろいばけつ
　サロンやまぶき会
　特定非営利活動法人 結
共同募金奉仕者
　石川猛

民生委員･児童委員
　藤田洋子
社会福祉協議会役員
　鴨志田治
　大兼郁子
社会福祉施設役員
　菊地昂
　川又幸子
社会福祉施設職員
　桒原智子
ボランティア
　大森すみ子
　窪田茂
　手話サークル「サフラン」
　大里２いきいきサロン会
　プア・イリアヒ
　誉田健康体操教室
　塙町健康体操教室
心配ごと相談員
　村田規
　大金衛二

寄付･寄贈
　（有）石川電気

おめでとうございます（敬省略･順不同）

オープニング 地元の「天神ばやし」披露

心配ごと相談員の受賞者を代表し、
賞状をうけとる大金衛二さん

市内の代表者による大会宣言

常陸農業協同組合／(株)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／(株)水府振興公社 竜っちゃん乃湯／(一財)里美
ふるさと振興公社 ぬく森の湯／(株)エス･キャビネット／(株)カスミ 常陸太田店／(株)かわねや 木崎店／茨城トヨタ自動車(株) 常陸
太田店／(株)常陽銀行 太田支店／(株)筑波銀行 太田支店／常陸太田郵便局／水戸ヤクルト販売(株)／いばらきコープ(生協)／(株)アンダー
ツリー東京 キコーナ太田店／(株)ハリカ 太田店･介護支援センター ハートランド／コカ･コーラボトラーズジャパン(株)／金砂郷
食品(株)／亀じるし製菓(株)／道の駅ひたちおおた

～健康･福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～～健康･福祉まつりへのご協賛ありがとうございました～ （敬省略･順不同）

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

　健康･福祉まつり　健康･福祉まつり　 第４５回常陸太田市社会福祉大会  ～ふくし講演会～　 第４５回常陸太田市社会福祉大会  ～ふくし講演会～

［と　き］平成31年2月14日（木）　午後1時20分～4時15分
［ところ］水府総合センター　La･ラ･ホール（町田町163-1）
「内　容］●オープニングアトラクション
　　　　　　金砂郷小学校6年生による「西金砂神社田楽舞」
　　　　　●式典　社会福祉功労者への表彰･感謝状の贈呈
　　　　　●ふくし講演会　午後3時10分～
　　　　　　テーマ：『今できること』
　　　　　　講　師：エム　ナマエ　氏（全盲のイラストレーター）

　どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。 ●講師プロフィール　
　エム　ナマエ  氏
　イラストレーターとして
活 躍 し て い た が 、 病 気 で
失明。その後、全盲のイラ
ストレーターとして復活。
「第18回サンリオ美術賞」
など数多く受賞。
『とんでけホルモ』『いつも
ぶうたれネコ』など多くの
絵本作品がある。

お知らせ

キコーナ太田店 様

常陸太田ライオンズクラブ第31回チャリティゴルフ大会 様

クイズラリーボランティア団体の活動発表模擬店で賑わう中庭

常陸セントラルゴルフ練習場 様

西金砂登山マラソン大会実行委員会 様

社協（総合福祉会館）にお越しの際は、フリーWi-Fi（無線LAN）がご利用いただけます。
ネットワーク名：ota_shakyo_WiFi　ID：shakyo1717

案　内 ○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⑺ ⑵



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975　　　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】

　　ふれあい・いきいきサロンにおじゃましました！
　ふれあい・いきいきサロンは、
地域の皆さまが身近な場所で仲間
と楽しく過ごせる「憩いのたまり
場」です。
　お近くのサロンに参加してみま
せんか？また、新たなサロンを
はじめることもできます。社協では
『集いの場づくり』を支援して
います。立ち上げのための助成金
などもありますので、お気軽に
ご相談ください。
【お問合せ】地域づくりグループ

　10月1日（月）より、赤い羽根共同募金運動が、全国一斉

にスタートしました。常陸太田市共同募金委員会（社会福祉

協議会内）では、道の駅ひたちおおたや市内各店舗などにお

いて、市内中高生およびボランティア団体などのご協力をい

ただき、募金活動を行っています。

市内初！赤い羽根募金付き自動販売機を導入

赤い羽根共同募金運動

　常陸太田駅と総合福祉会館

に寄付付き自動販売機を設置

しました。

　飲料水を購入することに

より、売上の一部が寄付され

る仕組みになっています。

　気軽に社会貢献できます

のでぜひご利用ください！

赤い羽根共同募金 TOPICS赤い羽根共同募金 TOPICS

じぶんの町を良くするしくみ。

あたたかい地域の絆で 伸ばそう 健幸寿命！

（記事は2Pに）

山下なかよし会 東染サロン会

　13年目を迎え、
　ますます楽しく過ごしています！
　13年目を迎え、
　ますます楽しく過ごしています！ 　今年の8月からはじめました。　今年の8月からはじめました。

総合福祉会館総合福祉会館常陸太田駅常陸太田駅

健康 ･福祉まつり健康 ･福祉まつり健 康 ･ 福 祉 ま つ り健 康 ･ 福 祉 ま つ り

じゃんけん大会じゃんけん大会

　片腕のギタリスト

  湯 上 　 輝 彦 氏

　片腕のギタリスト

  湯 上 　 輝 彦 氏

常陸太田特別支援学校常陸太田特別支援学校

里美ボランティアの会里美ボランティアの会

金砂郷ボランティア
 やまびこ

金砂郷ボランティア
 やまびこ常陸太田生活学校常陸太田生活学校

市レクリエーション協会市レクリエーション協会
シルバーリハビリ体操

指導士会
シルバーリハビリ体操

指導士会

企業も多数参加！企業も多数参加！

　市内高等学校JRC部　市内高等学校JRC部

茨城キリスト教大学  港の会茨城キリスト教大学  港の会

健 康 ･ 福 祉 ま つ り
 ス ペ シャル ゲ スト ス ペ シャル ゲ スト

⑻

この広報誌は「赤い羽根共同募金」を財源として発行しています
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～」


