
　1月27日（日）総合福祉会館にて、ボランティア･市民
活動をしている方やこれから活動を考えている方を対象に
ボランティア･市民活動研修会を開催しました。
　安心して暮らせるまちづくりを実現するために「ともに
いきる地域をつくる」をテーマに、常磐大学の池田幸也教授
による講演およびグループ
ワークを行いました。
　また、地域で活発に活動
している「ほのぼのおおた,
ひばり会,国安町いきいき
ヘルス体操教室,幸久子ども
を守る会,ボランティア連絡
協議会」が発表を行い、参加者
同士の会話も弾み、さま
ざまな活動や思いを知り、
考える機会となりました。

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

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】

　平成30年度ボランティア･市民活動研修会　平成30年度ボランティア･市民活動研修会

　　つながろう！ひろげよう！ふれあいサロン交流会!!　　つながろう！ひろげよう！ふれあいサロン交流会!!

里美支所移転のお知らせ里美支所移転のお知らせ
　　　　　里美支所は下記住所に移転しました。これからもよろしくお願いいたします。
　　　　○新住所：〒311-0505　常陸太田市大中町1653（市役所里美支所内）
　　　　○電話番号･FAX番号：TEL 82-3145　FAX 82-2309

　3月1日（金）総合福祉会館にて、
現在サロン活動をしている方、
これからサロン活動を始めたい方
を対象にふれあいサロン交流会を
開催しました。
　各サロンの活動発表を行い、
その後おしゃべりタイムと称して
「みんな違って、みんないい　私の
サロンはこんなとこ」をテーマに
“魅力あるサロンについて”語り
あいました。
　改めて情報交換や交流を深める
ことができて良かったと参加者
に大変好評でした。

第 45 回 常陸太田市社会福祉大会

〈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」

〈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」

獅子舞獅子舞

四方固め四方固め

種蒔き種蒔き

一本高足一本高足

（記事は２Pに）（記事は２Pに）

社協では職員を募集しています。詳しくはホームページ（http://www.ho-shakyo.jp）をご覧ください。募　集 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～」



（株）三友製作所…………………………23,242円
天神林水田環境保全会……………………6,050円
まぶち会…………………………………14,600円
馬場第一和楽美会………………………17,900円
水戸友の会…………………………………3,000円
太田南部高砂会……………………………8,151円
太田東部高砂会…………………………36,102円
太田北部高砂会…………………………10,399円
前田敏武…………………………………10,000円
會澤進……………………………………10,000円
匿名（3件）………………………………314,030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

世矢中学校、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、卓球を楽しむ会、大里2
いきいきサロン会、真弓ケ丘クラブサロン秋桜、スクエア
ステップひまわり会、スクエアステップあじさい会、スクエア
ステップ･ひばり、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、まぶち会、天神林
笑 楽 会 、 馬 場 第 一 和 楽 美 会 、 太 田 東 部 高 砂 会 、 太 田 北 部
高砂会、社会福祉協議会太田支部ボランティア、常陸太田市
太田地区民生委員児童委員協議会、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、常陸太田市
北消防署、常陸太田市役所、渡辺医院、太田温泉やまぶきの湯、
鈴木鉄工(株)、㈱タケムラ、第一生命(株)太田オフィス、
(株)エースプランニング、嶋根司法書士事務所、東光食品(株)
常陸太田工場、(有)堀越、JA常陸サービス大平ホール、
(有)井上商事、ひたち花壇、好華、長豊屋、キコーナ太田店、
大須賀克已、川﨑定信、白石康光、岩﨑紀四郎、鈴木弘一、
安弘子、磯野信子、窪田莉久、大森遼、大内操、豊田悦男、
福田幸子、菊池尚、大須賀文恵、匿名(13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

心配ごと相談･無料法律相談のお知らせ

　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

　2月14日（木）水府総合センターにて、福祉関係者や市民の
皆さまなど約250名の参加のもと「第45回常陸太田市社会福祉
大会」を開催いたしました。 
　オープニングアトラクションでは、金砂郷小学校6年生による
「西金砂神社田楽舞」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62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、“全盲のイラストレーター”エム ナマエさん
による『今できること』と題した講演をいただきました。

＊民生委員児童委員　髙倉 好文　
＊社会福祉団体役員　栗原 　進　
＊社協支部長　鈴木 幸一　
＊ボランティア個人　
　　川又 喜代子　小澤 三四子　木名瀬 恵子　
　　大部 幸子　武石 安子　小祝 静子　高橋 豊子
　　吉村 昌子　舘　 寿子　松本 恵子　瀧 　照子
　　平根　修　 筒井 順子　匿名(7名)　
＊ボランティア団体　
　　NPO法人茨城県防災士会　
　　障がい者サポート鯨「友 You 遊」　
　　カ･プアナニフラ･オハナ　匿名（1団体）　
＊心配ごと相談員　匿名（1名）
＊社会福祉事業従事職員　河井 雅典　多賀谷 豊臣

おめでとうございます （敬省略･順不同）

　　 自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”始めませんか？　　 自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”始めませんか？

平成31年度 会員加入のお願い

　　第45回 常陸太田市社会福祉大会　　第45回 常陸太田市社会福祉大会

社協会長表彰（30個人･団体） 社協会長感謝（32個人･団体）
＊善意銀行寄付者　
　　前田 敏武　阿部 恵美子　
　　（有） 石川電気　（株）三友製作所　
　　常陸太田ライオンズクラブ　やまぶき会　
　　匿名（1名）
＊社協支部長　小祝 要人　武藤 貞一　
＊民生委員児童委員　村瀬 静枝　匿名（１名）
＊福祉協力者　
　　岡﨑 弘行　城石 恒明　中村 正人　高野 俊郎
　　掛札 皓司　大江 秀夫　小林 和博　西野 司
　　立原 邦雄　永田 　清　海老根 章　金田 文夫
　　内田 政善　茅根 覚次　益子 　叶　増子 　徹
　　匿名（5名）

　市から委託事業として実施しておりました「心配ごと相談」･「無料法律相談」は、各種専門相談窓口が
整備されたため、今年度をもちまして終了となります。
　なお、引き続き心配ごとがある場合には、相談窓口の案内や情報提供をさせていただきます。
　遠慮なく社協までご相談ください。

【払出の部】

金銭払出

物品払出

アルファ・ジャパン………ペットボトルキャップ(172kg)
茨城県社会福祉協議会…使用済み切手(41,375枚)
常陸太田市太田公民館…………………………雑巾

(特養)誠信園……………………………100,000円

竜っちゃん乃湯……………………………3,969円
物産センターこめ工房……………………1,252円
水府総合センター……………………………740円
総合福祉会館………………………………4,863円

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、各地域で行われる社協支部の活動を
はじめとする、さまざまな福祉事業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。
　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。

＜会費の納め方＞
　5～6月頃に、会員募集を行います。
（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！

キコーナ太田店 様茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 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

　赤い羽根募金付き自動販売機の設置が、市内でも進められています。

　この度、かわねや木崎店入口にも設置されました。

　この自動販売機は、飲料水を購入する人、自動販売機を設置する人、

飲料メーカーの誰もが寄付者となる新しい寄付のカタチです。　

　企業･個人商店の皆さま、地域の社会貢献として赤い羽根募金

付き自動販売機を設置してみませんか？

※詳しくは社協までご相談ください。 かわねや木崎店
エム ナマエさんによる講演

受賞者代表による謝辞 社協会長表彰

○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

◆乗合タクシー
　 乗合タクシーとは、他の人と乗り合いで利用する送迎サービスです。

≪利用料金≫
　300円／1回（未就学児･介助者は無料）
≪運行区域･曜日≫
　○常陸太田地区～市街地（火曜日）
　　※平成31年4月から（火･木曜日）
　○金砂郷地区～市街地（水･金曜日）
　○水府地区～市街地（金曜日）
≪運行時刻≫ ※発車時刻の目安です

≪利用方法≫
　○事前に利用登録（無料）が必要です。下記の問合せ先までご連絡
　ください。利用登録後は、予約受付期間（乗車日の5日前～運行
　時刻の1時間前まで）に電話で予約をしてご利用ください。
≪問合せ先≫
　市役所 企画課　☎72-3111（内線312）

◆公共交通空白地有償運送
　○公共交通空白地有償運送とは、下記の地区の方を対象に、電話
　で予約した時間にご自宅や指定された場所まで迎えに行き、目的地
　まで送迎するサービスです。利用料金や利用方法など、詳細に
　ついては各事業者にお問合せください。
≪水府地区≫ ※高倉地区の方のみ
　(1)高倉地域づくりの会 外出支援サービス
　　 ☎87-0360
　　 ○運行区域：水府地区内
≪里美地区≫
　(1)アイタク太田（NPO法人アイタク太田）
　　 ☎080-6790-7999
　(2)里美うぐいす輸送システム（商工会里美支所）
　　 ☎82-2609
　　 ○運行区域：(1)･(2)とも乗降地のどちらかが里美地区内

市が実施・支援する外出支援サービスのご紹介市が実施・支援する外出支援サービスのご紹介

困ったときは！ おとしより生活相談センター困ったときは！ おとしより生活相談センター

　おとしより生活相談センターは、介護･福祉･医療など、さまざまな面から地域で暮らす高齢者を支えるため
の相談窓口です。
　　こんなときは…　

　　●最近、体が弱ってきたようで心配。●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。●親が認知症みたいだけど、どうすればいいの？
　　そんな心配ごと・困りごとがあった時、お気軽にご相談ください。
　また、今年度から「認知症カフェ」や「認知症初期集中支援チーム」などの活動もはじまり、来年度も引き続き
行いますので、ぜひご利用ください！

（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）

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

☎72-8881　

☎70-5678

　　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
　「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、さまざまな福祉活動を実施しました。

　皆さまからご協力いただきました「歳末たすけあい募金」は、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、在宅介護者湯ラックス事業、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。

常陸太田工業団地連絡協議会　石川医院　太田病院　(宗)帰願寺　(株)高木総合保険センター
(株)根本工務所　鈴木鉄工(株)　中野屋旅館　橋本歯科医院　(株)明治商会　(名)山口　圷建築
永田工務店　(有)ナガタ建設　(株)水府工務店　(社福)朋友会　(有)吉成工務店　(有)助川工務店
(株)常陽銀行 太田支店　クニミネ工業(株)　(特養)世矢の里　フジ自動車　まるちゅう金物店
(有)黒澤組　(株)後藤工務店　渡辺医院　野内商事(株)　魚富
(株)剛烈酒造　高正自動車　黒羽自動車　茨城リネンサプライ(株)  
匿名(9）

～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

　10月1日から12月31日まで多くの皆さまのご協力に支えられ実施しました赤い羽根
共同募金運動は、総額16,706,771円(赤い羽根募金11,867,371円／歳末たすけあい
募金4,839,400円）の募金が寄せられました。
　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。

●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
5,000円以上寄付をいただいた個人の方

駒柵えい子　大久保絹子　中村二三子

●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10,000円以上寄付をいただいた法人の方

歳末たすけあい募金

戸別募金 10,704,500円
法人募金 359,700円
学校募金 269,094円
職域募金 211,902円

イベント募金　100,359円
街 頭 募 金　  96,151円
募金箱など　125,665円

戸別募金　4,695,100円
法人募金　　144,300円

4,839,400円

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。

赤い羽根募金

11,867,371円

次年度（平成31年度）の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ます。

　12月7日（金）･12月14日（金）の2日間、認知症サポーター養成講座を受講したことがある方々を対象に、
認知症サポーターステップアップ講座を開催しました。
　認知症の知識や予防方法、さらに若年性認知症や軽度認知障害についてより深く勉強しました。
　受講した皆さまには、認知症サポーター上級者として地域でさらに活躍していただき、誰もが安心し
て暮らせるまちづくりを目指していきます！

認知症サポーターステップアップ講座

○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

総合福祉会館内

市役所水府支所内

稲木町 33

町田町 163-1

午前
午後

8：30
1：00

10：00
2：30

11：30
4：00

お買い物や通院など、お気軽にご利用ください！

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



◆乗合タクシー
　 乗合タクシーとは、他の人と乗り合いで利用する送迎サービスです。

≪利用料金≫
　300円／1回（未就学児･介助者は無料）
≪運行区域･曜日≫
　○常陸太田地区～市街地（火曜日）
　　※平成31年4月から（火･木曜日）
　○金砂郷地区～市街地（水･金曜日）
　○水府地区～市街地（金曜日）
≪運行時刻≫ ※発車時刻の目安です

≪利用方法≫
　○事前に利用登録（無料）が必要です。下記の問合せ先までご連絡
　ください。利用登録後は、予約受付期間（乗車日の5日前～運行
　時刻の1時間前まで）に電話で予約をしてご利用ください。
≪問合せ先≫
　市役所 企画課　☎72-3111（内線312）

◆公共交通空白地有償運送
　○公共交通空白地有償運送とは、下記の地区の方を対象に、電話
　で予約した時間にご自宅や指定された場所まで迎えに行き、目的地
　まで送迎するサービスです。利用料金や利用方法など、詳細に
　ついては各事業者にお問合せください。
≪水府地区≫ ※高倉地区の方のみ
　(1)高倉地域づくりの会 外出支援サービス
　　 ☎87-0360
　　 ○運行区域：水府地区内
≪里美地区≫
　(1)アイタク太田（NPO法人アイタク太田）
　　 ☎080-6790-7999
　(2)里美うぐいす輸送システム（商工会里美支所）
　　 ☎82-2609
　　 ○運行区域：(1)･(2)とも乗降地のどちらかが里美地区内

市が実施・支援する外出支援サービスのご紹介市が実施・支援する外出支援サービスのご紹介

困ったときは！ おとしより生活相談センター困ったときは！ おとしより生活相談センター

　おとしより生活相談センターは、介護･福祉･医療など、さまざまな面から地域で暮らす高齢者を支えるため
の相談窓口です。
　　こんなときは…　

　　●最近、体が弱ってきたようで心配。●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。●親が認知症みたいだけど、どうすればいいの？
　　そんな心配ごと・困りごとがあった時、お気軽にご相談ください。
　また、今年度から「認知症カフェ」や「認知症初期集中支援チーム」などの活動もはじまり、来年度も引き続き
行いますので、ぜひご利用ください！

（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）

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

☎72-8881　

☎70-5678

　　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
　「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、さまざまな福祉活動を実施しました。

　皆さまからご協力いただきました「歳末たすけあい募金」は、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、在宅介護者湯ラックス事業、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。

常陸太田工業団地連絡協議会　石川医院　太田病院　(宗)帰願寺　(株)高木総合保険センター
(株)根本工務所　鈴木鉄工(株)　中野屋旅館　橋本歯科医院　(株)明治商会　(名)山口　圷建築
永田工務店　(有)ナガタ建設　(株)水府工務店　(社福)朋友会　(有)吉成工務店　(有)助川工務店
(株)常陽銀行 太田支店　クニミネ工業(株)　(特養)世矢の里　フジ自動車　まるちゅう金物店
(有)黒澤組　(株)後藤工務店　渡辺医院　野内商事(株)　魚富
(株)剛烈酒造　高正自動車　黒羽自動車　茨城リネンサプライ(株)  
匿名(9）

～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

　10月1日から12月31日まで多くの皆さまのご協力に支えられ実施しました赤い羽根
共同募金運動は、総額16,706,771円(赤い羽根募金11,867,371円／歳末たすけあい
募金4,839,400円）の募金が寄せられました。
　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。

●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
5,000円以上寄付をいただいた個人の方

駒柵えい子　大久保絹子　中村二三子

●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10,000円以上寄付をいただいた法人の方

歳末たすけあい募金

戸別募金 10,704,500円
法人募金 359,700円
学校募金 269,094円
職域募金 211,902円

イベント募金　100,359円
街 頭 募 金　  96,151円
募金箱など　125,665円

戸別募金　4,695,100円
法人募金　　144,300円

4,839,400円

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。

赤い羽根募金

11,867,371円

次年度（平成31年度）の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ます。

　12月7日（金）･12月14日（金）の2日間、認知症サポーター養成講座を受講したことがある方々を対象に、
認知症サポーターステップアップ講座を開催しました。
　認知症の知識や予防方法、さらに若年性認知症や軽度認知障害についてより深く勉強しました。
　受講した皆さまには、認知症サポーター上級者として地域でさらに活躍していただき、誰もが安心し
て暮らせるまちづくりを目指していきます！

認知症サポーターステップアップ講座

○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

総合福祉会館内

市役所水府支所内
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●染和田支部　「 新たな取り組み 」 支部長　片岡　義一

●小里支部　「 地域ケアシステム推進事業 」 支部長　高星　隆夫

●西小沢支部　「 クリスマス交流会 」 支部長　高野　俊郎

　12月20日（木）障害者支援施設「ピュア里川」
にて、西小沢小5年生10名と利用者の皆さんとの
クリスマス会を開催しました。児童たちは
リコーダーの演奏やドラえもんの寸劇を披露
してくれました。更にボランティアによる
チェロ、ピアノ演奏でクリスマスソングなどを
皆で大合唱し会場がひとつになりました。
　最後はサンタクロースに扮した私が利用者に
クリスマスプレゼントを届け、利用者及び児童
並びに施設職員と共に、なごやかなひと時を
おくることができました。

●佐都支部　「 移 動 サ ロ ン 会  」 支部長　福地　保子

●河内支部　「 移動サロンの試み 」 支部長　中村　　司

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！

　人が集まりにくいという問題の緩和のため、ふれ
あいセンターの交互使用や公民館･体協支部との
共催など、参加者の負担軽減や参加しやすい方法
などを模索しながら移動サロンを行っています。
　また、市の施策と整合性のある事業や、季節の
行事とのコラボにも配意、ひな祭り前の「吊し
飾り」、収穫後の稲藁を使った「藁細工」など
忘れられつつある行事の復活やタイムリーな企画
などを計画しています。

　小里支部の5地区（6町会）で「地域ケアシステム推進事業」
の地区協力員会議を開きました。里美地区の推進事業は
平成6年にスタート、同時に町会毎に民生委員が中心と
なる「在宅福祉ネットワーク」組織が結成され、サロンの
開催などをしています。介護保険制度開始、市町村合併、
個人情報保護条例施行など時代が変わるたびに活動の変化
も余儀なくされますが、地域住民互助の必要性はますます
高くなっています。市･社協･チーム･住民･福祉事業所の
連携を深め、安心して住み続けられる地域づくりに努め
ます。

　平成30年度から「幸せつなぐいきいきプラン」の地域
福祉活動の一環として、老若男女を対象に情報紙『知恵袋』
を年4回配布しています。
　春夏秋冬の季節に合わせて、日常生活の中で役立つ
健康・安全などに関する豆知識や日常の注意喚起などの
情報を発信しています。
　読者の方々から『知恵袋』に対して“いいね！！“の声を
沢山いただき一定の評価を得ています。今後とも地域の
皆さまに寄り添い･触れ合いながら活動を継続していき
たいと考えています。

●金砂支部　「 過疎地域に明かりを灯す試み 」 支部長　名田部　久

　12月2日（日）かなさ笑楽校にて、今年もクリスマスイルミネーションの飾り付けを「金砂なかよし子ども
会」と地区の住民たちで行いました。夕方には「クリスマス会」も行って、飾り付けたイルミネーションが光り
輝き暖かな光景となりました。次の日からは、
高齢者から小さな子どもたちまで多くの方々が
イルミネーションを観に訪れ、笑顔で和気あい
あいと楽しんでいました。高齢化の進む過疎
地域に、明かりを灯し、少ない子どもたちを
中心に交流と親睦を深め、地域の活性化を図る
目的が達成されたことに感慨深く心が温かくな
りました。

　小地域で重点的にサロン風･たまり場風に集まるよう長年継続して
活動をしています。夏祭り（3地区）、軽スポーツ･健康教室（馬場町･
新宿町･下大門町･瑞龍町･大門地区）、三世代交流会（3地区）、敬老会
（各地区や町会）、料理教室（3地区
で毎年7回）、施設「つなぐ」･宮ノ脇
保育園･誉田小との交流会は毎年
実施しており、大変喜ばれており
ます。また、ふれあい給食サー
ビスのお弁当配達は安否確認の
重要な役割を担っています。

　12月6日（木）金砂郷地区にある菊蓮
寺にて、移動サロン会を開催しました。
安西仁人住職の心にしみる講話を拝聴後、
写経写仏教室の作法に沿って、般若心経
や一枚起請文などの読経をし、写経写仏
を行いました。無言で一字一字を書き
写す静寂な時間は、心洗われるひととき
となりました。今年度初めての試みで
したが、参加した方々にも好評なサロン
会となりました。

支部長　桐原　　弘●誉田支部　「 強めよう  地域の絆 」(2年次)

あたたかい つながりの中で　
自分らしく暮らせるまち 常陸太田  をめざして

　「幸せつなぐいきいきプラン」はみんなが力を合わせて取り

組む、私たちの幸せづくりを進める計画です。

　社会福祉協議会は、人と人とのつながりづくりに取り組んで

います。

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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　最後はサンタクロースに扮した私が利用者に
クリスマスプレゼントを届け、利用者及び児童
並びに施設職員と共に、なごやかなひと時を
おくることができました。

●佐都支部　「 移 動 サ ロ ン 会  」 支部長　福地　保子

●河内支部　「 移動サロンの試み 」 支部長　中村　　司

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！

　人が集まりにくいという問題の緩和のため、ふれ
あいセンターの交互使用や公民館･体協支部との
共催など、参加者の負担軽減や参加しやすい方法
などを模索しながら移動サロンを行っています。
　また、市の施策と整合性のある事業や、季節の
行事とのコラボにも配意、ひな祭り前の「吊し
飾り」、収穫後の稲藁を使った「藁細工」など
忘れられつつある行事の復活やタイムリーな企画
などを計画しています。

　小里支部の5地区（6町会）で「地域ケアシステム推進事業」
の地区協力員会議を開きました。里美地区の推進事業は
平成6年にスタート、同時に町会毎に民生委員が中心と
なる「在宅福祉ネットワーク」組織が結成され、サロンの
開催などをしています。介護保険制度開始、市町村合併、
個人情報保護条例施行など時代が変わるたびに活動の変化
も余儀なくされますが、地域住民互助の必要性はますます
高くなっています。市･社協･チーム･住民･福祉事業所の
連携を深め、安心して住み続けられる地域づくりに努め
ます。

　平成30年度から「幸せつなぐいきいきプラン」の地域
福祉活動の一環として、老若男女を対象に情報紙『知恵袋』
を年4回配布しています。
　春夏秋冬の季節に合わせて、日常生活の中で役立つ
健康・安全などに関する豆知識や日常の注意喚起などの
情報を発信しています。
　読者の方々から『知恵袋』に対して“いいね！！“の声を
沢山いただき一定の評価を得ています。今後とも地域の
皆さまに寄り添い･触れ合いながら活動を継続していき
たいと考えています。

●金砂支部　「 過疎地域に明かりを灯す試み 」 支部長　名田部　久

　12月2日（日）かなさ笑楽校にて、今年もクリスマスイルミネーションの飾り付けを「金砂なかよし子ども
会」と地区の住民たちで行いました。夕方には「クリスマス会」も行って、飾り付けたイルミネーションが光り
輝き暖かな光景となりました。次の日からは、
高齢者から小さな子どもたちまで多くの方々が
イルミネーションを観に訪れ、笑顔で和気あい
あいと楽しんでいました。高齢化の進む過疎
地域に、明かりを灯し、少ない子どもたちを
中心に交流と親睦を深め、地域の活性化を図る
目的が達成されたことに感慨深く心が温かくな
りました。

　小地域で重点的にサロン風･たまり場風に集まるよう長年継続して
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●染和田支部　「 新たな取り組み 」 支部長　片岡　義一

●小里支部　「 地域ケアシステム推進事業 」 支部長　高星　隆夫

●西小沢支部　「 クリスマス交流会 」 支部長　高野　俊郎

　12月20日（木）障害者支援施設「ピュア里川」
にて、西小沢小5年生10名と利用者の皆さんとの
クリスマス会を開催しました。児童たちは
リコーダーの演奏やドラえもんの寸劇を披露
してくれました。更にボランティアによる
チェロ、ピアノ演奏でクリスマスソングなどを
皆で大合唱し会場がひとつになりました。
　最後はサンタクロースに扮した私が利用者に
クリスマスプレゼントを届け、利用者及び児童
並びに施設職員と共に、なごやかなひと時を
おくることができました。

●佐都支部　「 移 動 サ ロ ン 会  」 支部長　福地　保子

●河内支部　「 移動サロンの試み 」 支部長　中村　　司

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！

　人が集まりにくいという問題の緩和のため、ふれ
あいセンターの交互使用や公民館･体協支部との
共催など、参加者の負担軽減や参加しやすい方法
などを模索しながら移動サロンを行っています。
　また、市の施策と整合性のある事業や、季節の
行事とのコラボにも配意、ひな祭り前の「吊し
飾り」、収穫後の稲藁を使った「藁細工」など
忘れられつつある行事の復活やタイムリーな企画
などを計画しています。

　小里支部の5地区（6町会）で「地域ケアシステム推進事業」
の地区協力員会議を開きました。里美地区の推進事業は
平成6年にスタート、同時に町会毎に民生委員が中心と
なる「在宅福祉ネットワーク」組織が結成され、サロンの
開催などをしています。介護保険制度開始、市町村合併、
個人情報保護条例施行など時代が変わるたびに活動の変化
も余儀なくされますが、地域住民互助の必要性はますます
高くなっています。市･社協･チーム･住民･福祉事業所の
連携を深め、安心して住み続けられる地域づくりに努め
ます。

　平成30年度から「幸せつなぐいきいきプラン」の地域
福祉活動の一環として、老若男女を対象に情報紙『知恵袋』
を年4回配布しています。
　春夏秋冬の季節に合わせて、日常生活の中で役立つ
健康・安全などに関する豆知識や日常の注意喚起などの
情報を発信しています。
　読者の方々から『知恵袋』に対して“いいね！！“の声を
沢山いただき一定の評価を得ています。今後とも地域の
皆さまに寄り添い･触れ合いながら活動を継続していき
たいと考えています。

●金砂支部　「 過疎地域に明かりを灯す試み 」 支部長　名田部　久

　12月2日（日）かなさ笑楽校にて、今年もクリスマスイルミネーションの飾り付けを「金砂なかよし子ども
会」と地区の住民たちで行いました。夕方には「クリスマス会」も行って、飾り付けたイルミネーションが光り
輝き暖かな光景となりました。次の日からは、
高齢者から小さな子どもたちまで多くの方々が
イルミネーションを観に訪れ、笑顔で和気あい
あいと楽しんでいました。高齢化の進む過疎
地域に、明かりを灯し、少ない子どもたちを
中心に交流と親睦を深め、地域の活性化を図る
目的が達成されたことに感慨深く心が温かくな
りました。

　小地域で重点的にサロン風･たまり場風に集まるよう長年継続して
活動をしています。夏祭り（3地区）、軽スポーツ･健康教室（馬場町･
新宿町･下大門町･瑞龍町･大門地区）、三世代交流会（3地区）、敬老会
（各地区や町会）、料理教室（3地区
で毎年7回）、施設「つなぐ」･宮ノ脇
保育園･誉田小との交流会は毎年
実施しており、大変喜ばれており
ます。また、ふれあい給食サー
ビスのお弁当配達は安否確認の
重要な役割を担っています。

　12月6日（木）金砂郷地区にある菊蓮
寺にて、移動サロン会を開催しました。
安西仁人住職の心にしみる講話を拝聴後、
写経写仏教室の作法に沿って、般若心経
や一枚起請文などの読経をし、写経写仏
を行いました。無言で一字一字を書き
写す静寂な時間は、心洗われるひととき
となりました。今年度初めての試みで
したが、参加した方々にも好評なサロン
会となりました。

支部長　桐原　　弘●誉田支部　「 強めよう  地域の絆 」(2年次)

あたたかい つながりの中で　
自分らしく暮らせるまち 常陸太田  をめざして

　「幸せつなぐいきいきプラン」はみんなが力を合わせて取り

組む、私たちの幸せづくりを進める計画です。

　社会福祉協議会は、人と人とのつながりづくりに取り組んで

います。

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



（株）三友製作所…………………………23,242円
天神林水田環境保全会……………………6,050円
まぶち会…………………………………14,600円
馬場第一和楽美会………………………17,900円
水戸友の会…………………………………3,000円
太田南部高砂会……………………………8,151円
太田東部高砂会…………………………36,102円
太田北部高砂会…………………………10,399円
前田敏武…………………………………10,000円
會澤進……………………………………10,000円
匿名（3件）………………………………314,030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

世矢中学校、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、卓球を楽しむ会、大里2
いきいきサロン会、真弓ケ丘クラブサロン秋桜、スクエア
ステップひまわり会、スクエアステップあじさい会、スクエア
ステップ･ひばり、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、まぶち会、天神林
笑 楽 会 、 馬 場 第 一 和 楽 美 会 、 太 田 東 部 高 砂 会 、 太 田 北 部
高砂会、社会福祉協議会太田支部ボランティア、常陸太田市
太田地区民生委員児童委員協議会、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、常陸太田市
北消防署、常陸太田市役所、渡辺医院、太田温泉やまぶきの湯、
鈴木鉄工(株)、㈱タケムラ、第一生命(株)太田オフィス、
(株)エースプランニング、嶋根司法書士事務所、東光食品(株)
常陸太田工場、(有)堀越、JA常陸サービス大平ホール、
(有)井上商事、ひたち花壇、好華、長豊屋、キコーナ太田店、
大須賀克已、川﨑定信、白石康光、岩﨑紀四郎、鈴木弘一、
安弘子、磯野信子、窪田莉久、大森遼、大内操、豊田悦男、
福田幸子、菊池尚、大須賀文恵、匿名(13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

心配ごと相談･無料法律相談のお知らせ

　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

　2月14日（木）水府総合センターにて、福祉関係者や市民の
皆さまなど約250名の参加のもと「第45回常陸太田市社会福祉
大会」を開催いたしました。 
　オープニングアトラクションでは、金砂郷小学校6年生による
「西金砂神社田楽舞」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62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、“全盲のイラストレーター”エム ナマエさん
による『今できること』と題した講演をいただきました。

＊民生委員児童委員　髙倉 好文　
＊社会福祉団体役員　栗原 　進　
＊社協支部長　鈴木 幸一　
＊ボランティア個人　
　　川又 喜代子　小澤 三四子　木名瀬 恵子　
　　大部 幸子　武石 安子　小祝 静子　高橋 豊子
　　吉村 昌子　舘　 寿子　松本 恵子　瀧 　照子
　　平根　修　 筒井 順子　匿名(7名)　
＊ボランティア団体　
　　NPO法人茨城県防災士会　
　　障がい者サポート鯨「友 You 遊」　
　　カ･プアナニフラ･オハナ　匿名（1団体）　
＊心配ごと相談員　匿名（1名）
＊社会福祉事業従事職員　河井 雅典　多賀谷 豊臣

おめでとうございます （敬省略･順不同）

　　 自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”始めませんか？　　 自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”始めませんか？

平成31年度 会員加入のお願い

　　第45回 常陸太田市社会福祉大会　　第45回 常陸太田市社会福祉大会

社協会長表彰（30個人･団体） 社協会長感謝（32個人･団体）
＊善意銀行寄付者　
　　前田 敏武　阿部 恵美子　
　　（有） 石川電気　（株）三友製作所　
　　常陸太田ライオンズクラブ　やまぶき会　
　　匿名（1名）
＊社協支部長　小祝 要人　武藤 貞一　
＊民生委員児童委員　村瀬 静枝　匿名（１名）
＊福祉協力者　
　　岡﨑 弘行　城石 恒明　中村 正人　高野 俊郎
　　掛札 皓司　大江 秀夫　小林 和博　西野 司
　　立原 邦雄　永田 　清　海老根 章　金田 文夫
　　内田 政善　茅根 覚次　益子 　叶　増子 　徹
　　匿名（5名）

　市から委託事業として実施しておりました「心配ごと相談」･「無料法律相談」は、各種専門相談窓口が
整備されたため、今年度をもちまして終了となります。
　なお、引き続き心配ごとがある場合には、相談窓口の案内や情報提供をさせていただきます。
　遠慮なく社協までご相談ください。

【払出の部】

金銭払出

物品払出

アルファ・ジャパン………ペットボトルキャップ(172kg)
茨城県社会福祉協議会…使用済み切手(41,375枚)
常陸太田市太田公民館…………………………雑巾

(特養)誠信園……………………………100,000円

竜っちゃん乃湯……………………………3,969円
物産センターこめ工房……………………1,252円
水府総合センター……………………………740円
総合福祉会館………………………………4,863円

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、各地域で行われる社協支部の活動を
はじめとする、さまざまな福祉事業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。
　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。

＜会費の納め方＞
　5～6月頃に、会員募集を行います。
（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！

キコーナ太田店 様茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 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

　赤い羽根募金付き自動販売機の設置が、市内でも進められています。

　この度、かわねや木崎店入口にも設置されました。

　この自動販売機は、飲料水を購入する人、自動販売機を設置する人、

飲料メーカーの誰もが寄付者となる新しい寄付のカタチです。　

　企業･個人商店の皆さま、地域の社会貢献として赤い羽根募金

付き自動販売機を設置してみませんか？

※詳しくは社協までご相談ください。 かわねや木崎店
エム ナマエさんによる講演

受賞者代表による謝辞 社協会長表彰

○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

◆乗合タクシー
　 乗合タクシーとは、他の人と乗り合いで利用する送迎サービスです。

≪利用料金≫
　300円／1回（未就学児･介助者は無料）
≪運行区域･曜日≫
　○常陸太田地区～市街地（火曜日）
　　※平成31年4月から（火･木曜日）
　○金砂郷地区～市街地（水･金曜日）
　○水府地区～市街地（金曜日）
≪運行時刻≫ ※発車時刻の目安です

≪利用方法≫
　○事前に利用登録（無料）が必要です。下記の問合せ先までご連絡
　ください。利用登録後は、予約受付期間（乗車日の5日前～運行
　時刻の1時間前まで）に電話で予約をしてご利用ください。
≪問合せ先≫
　市役所 企画課　☎72-3111（内線312）

◆公共交通空白地有償運送
　○公共交通空白地有償運送とは、下記の地区の方を対象に、電話
　で予約した時間にご自宅や指定された場所まで迎えに行き、目的地
　まで送迎するサービスです。利用料金や利用方法など、詳細に
　ついては各事業者にお問合せください。
≪水府地区≫ ※高倉地区の方のみ
　(1)高倉地域づくりの会 外出支援サービス
　　 ☎87-0360
　　 ○運行区域：水府地区内
≪里美地区≫
　(1)アイタク太田（NPO法人アイタク太田）
　　 ☎080-6790-7999
　(2)里美うぐいす輸送システム（商工会里美支所）
　　 ☎82-2609
　　 ○運行区域：(1)･(2)とも乗降地のどちらかが里美地区内

市が実施・支援する外出支援サービスのご紹介市が実施・支援する外出支援サービスのご紹介

困ったときは！ おとしより生活相談センター困ったときは！ おとしより生活相談センター

　おとしより生活相談センターは、介護･福祉･医療など、さまざまな面から地域で暮らす高齢者を支えるため
の相談窓口です。
　　こんなときは…　

　　●最近、体が弱ってきたようで心配。●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。●親が認知症みたいだけど、どうすればいいの？
　　そんな心配ごと・困りごとがあった時、お気軽にご相談ください。
　また、今年度から「認知症カフェ」や「認知症初期集中支援チーム」などの活動もはじまり、来年度も引き続き
行いますので、ぜひご利用ください！

（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）

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

☎72-8881　

☎70-5678

　　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
　「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、さまざまな福祉活動を実施しました。

　皆さまからご協力いただきました「歳末たすけあい募金」は、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、在宅介護者湯ラックス事業、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。

常陸太田工業団地連絡協議会　石川医院　太田病院　(宗)帰願寺　(株)高木総合保険センター
(株)根本工務所　鈴木鉄工(株)　中野屋旅館　橋本歯科医院　(株)明治商会　(名)山口　圷建築
永田工務店　(有)ナガタ建設　(株)水府工務店　(社福)朋友会　(有)吉成工務店　(有)助川工務店
(株)常陽銀行 太田支店　クニミネ工業(株)　(特養)世矢の里　フジ自動車　まるちゅう金物店
(有)黒澤組　(株)後藤工務店　渡辺医院　野内商事(株)　魚富
(株)剛烈酒造　高正自動車　黒羽自動車　茨城リネンサプライ(株)  
匿名(9）

～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

　10月1日から12月31日まで多くの皆さまのご協力に支えられ実施しました赤い羽根
共同募金運動は、総額16,706,771円(赤い羽根募金11,867,371円／歳末たすけあい
募金4,839,400円）の募金が寄せられました。
　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。

●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
5,000円以上寄付をいただいた個人の方

駒柵えい子　大久保絹子　中村二三子

●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10,000円以上寄付をいただいた法人の方

歳末たすけあい募金

戸別募金 10,704,500円
法人募金 359,700円
学校募金 269,094円
職域募金 211,902円

イベント募金　100,359円
街 頭 募 金　  96,151円
募金箱など　125,665円

戸別募金　4,695,100円
法人募金　　144,300円

4,839,400円

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。

赤い羽根募金

11,867,371円

次年度（平成31年度）の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ます。

　12月7日（金）･12月14日（金）の2日間、認知症サポーター養成講座を受講したことがある方々を対象に、
認知症サポーターステップアップ講座を開催しました。
　認知症の知識や予防方法、さらに若年性認知症や軽度認知障害についてより深く勉強しました。
　受講した皆さまには、認知症サポーター上級者として地域でさらに活躍していただき、誰もが安心し
て暮らせるまちづくりを目指していきます！

認知症サポーターステップアップ講座

○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

総合福祉会館内

市役所水府支所内

稲木町 33

町田町 163-1

午前
午後

8：30
1：00

10：00
2：30

11：30
4：00

お買い物や通院など、お気軽にご利用ください！

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



（株）三友製作所…………………………23,242円
天神林水田環境保全会……………………6,050円
まぶち会…………………………………14,600円
馬場第一和楽美会………………………17,900円
水戸友の会…………………………………3,000円
太田南部高砂会……………………………8,151円
太田東部高砂会…………………………36,102円
太田北部高砂会…………………………10,399円
前田敏武…………………………………10,000円
會澤進……………………………………10,000円
匿名（3件）………………………………314,030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

世矢中学校、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、卓球を楽しむ会、大里2
いきいきサロン会、真弓ケ丘クラブサロン秋桜、スクエア
ステップひまわり会、スクエアステップあじさい会、スクエア
ステップ･ひばり、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、まぶち会、天神林
笑 楽 会 、 馬 場 第 一 和 楽 美 会 、 太 田 東 部 高 砂 会 、 太 田 北 部
高砂会、社会福祉協議会太田支部ボランティア、常陸太田市
太田地区民生委員児童委員協議会、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、常陸太田市
北消防署、常陸太田市役所、渡辺医院、太田温泉やまぶきの湯、
鈴木鉄工(株)、㈱タケムラ、第一生命(株)太田オフィス、
(株)エースプランニング、嶋根司法書士事務所、東光食品(株)
常陸太田工場、(有)堀越、JA常陸サービス大平ホール、
(有)井上商事、ひたち花壇、好華、長豊屋、キコーナ太田店、
大須賀克已、川﨑定信、白石康光、岩﨑紀四郎、鈴木弘一、
安弘子、磯野信子、窪田莉久、大森遼、大内操、豊田悦男、
福田幸子、菊池尚、大須賀文恵、匿名(13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

心配ごと相談･無料法律相談のお知らせ

　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

　2月14日（木）水府総合センターにて、福祉関係者や市民の
皆さまなど約250名の参加のもと「第45回常陸太田市社会福祉
大会」を開催いたしました。 
　オープニングアトラクションでは、金砂郷小学校6年生による
「西金砂神社田楽舞」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62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、“全盲のイラストレーター”エム ナマエさん
による『今できること』と題した講演をいただきました。

＊民生委員児童委員　髙倉 好文　
＊社会福祉団体役員　栗原 　進　
＊社協支部長　鈴木 幸一　
＊ボランティア個人　
　　川又 喜代子　小澤 三四子　木名瀬 恵子　
　　大部 幸子　武石 安子　小祝 静子　高橋 豊子
　　吉村 昌子　舘　 寿子　松本 恵子　瀧 　照子
　　平根　修　 筒井 順子　匿名(7名)　
＊ボランティア団体　
　　NPO法人茨城県防災士会　
　　障がい者サポート鯨「友 You 遊」　
　　カ･プアナニフラ･オハナ　匿名（1団体）　
＊心配ごと相談員　匿名（1名）
＊社会福祉事業従事職員　河井 雅典　多賀谷 豊臣

おめでとうございます （敬省略･順不同）

　　 自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”始めませんか？　　 自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”始めませんか？

平成31年度 会員加入のお願い

　　第45回 常陸太田市社会福祉大会　　第45回 常陸太田市社会福祉大会

社協会長表彰（30個人･団体） 社協会長感謝（32個人･団体）
＊善意銀行寄付者　
　　前田 敏武　阿部 恵美子　
　　（有） 石川電気　（株）三友製作所　
　　常陸太田ライオンズクラブ　やまぶき会　
　　匿名（1名）
＊社協支部長　小祝 要人　武藤 貞一　
＊民生委員児童委員　村瀬 静枝　匿名（１名）
＊福祉協力者　
　　岡﨑 弘行　城石 恒明　中村 正人　高野 俊郎
　　掛札 皓司　大江 秀夫　小林 和博　西野 司
　　立原 邦雄　永田 　清　海老根 章　金田 文夫
　　内田 政善　茅根 覚次　益子 　叶　増子 　徹
　　匿名（5名）

　市から委託事業として実施しておりました「心配ごと相談」･「無料法律相談」は、各種専門相談窓口が
整備されたため、今年度をもちまして終了となります。
　なお、引き続き心配ごとがある場合には、相談窓口の案内や情報提供をさせていただきます。
　遠慮なく社協までご相談ください。

【払出の部】

金銭払出

物品払出

アルファ・ジャパン………ペットボトルキャップ(172kg)
茨城県社会福祉協議会…使用済み切手(41,375枚)
常陸太田市太田公民館…………………………雑巾

(特養)誠信園……………………………100,000円

竜っちゃん乃湯……………………………3,969円
物産センターこめ工房……………………1,252円
水府総合センター……………………………740円
総合福祉会館………………………………4,863円

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、各地域で行われる社協支部の活動を
はじめとする、さまざまな福祉事業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。
　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。

＜会費の納め方＞
　5～6月頃に、会員募集を行います。
（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！

キコーナ太田店 様茨城県退職公務員連盟常陸太田支部 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

　赤い羽根募金付き自動販売機の設置が、市内でも進められています。

　この度、かわねや木崎店入口にも設置されました。

　この自動販売機は、飲料水を購入する人、自動販売機を設置する人、

飲料メーカーの誰もが寄付者となる新しい寄付のカタチです。　

　企業･個人商店の皆さま、地域の社会貢献として赤い羽根募金

付き自動販売機を設置してみませんか？

※詳しくは社協までご相談ください。 かわねや木崎店
エム ナマエさんによる講演

受賞者代表による謝辞 社協会長表彰

○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



　1月27日（日）総合福祉会館にて、ボランティア･市民
活動をしている方やこれから活動を考えている方を対象に
ボランティア･市民活動研修会を開催しました。
　安心して暮らせるまちづくりを実現するために「ともに
いきる地域をつくる」をテーマに、常磐大学の池田幸也教授
による講演およびグループ
ワークを行いました。
　また、地域で活発に活動
している「ほのぼのおおた,
ひばり会,国安町いきいき
ヘルス体操教室,幸久子ども
を守る会,ボランティア連絡
協議会」が発表を行い、参加者
同士の会話も弾み、さま
ざまな活動や思いを知り、
考える機会となりました。

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

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】

　平成30年度ボランティア･市民活動研修会　平成30年度ボランティア･市民活動研修会

　　つながろう！ひろげよう！ふれあいサロン交流会!!　　つながろう！ひろげよう！ふれあいサロン交流会!!

里美支所移転のお知らせ里美支所移転のお知らせ
　　　　　里美支所は下記住所に移転しました。これからもよろしくお願いいたします。
　　　　○新住所：〒311-0505　常陸太田市大中町1653（市役所里美支所内）
　　　　○電話番号･FAX番号：TEL 82-3145　FAX 82-2309

　3月1日（金）総合福祉会館にて、
現在サロン活動をしている方、
これからサロン活動を始めたい方
を対象にふれあいサロン交流会を
開催しました。
　各サロンの活動発表を行い、
その後おしゃべりタイムと称して
「みんな違って、みんないい　私の
サロンはこんなとこ」をテーマに
“魅力あるサロンについて”語り
あいました。
　改めて情報交換や交流を深める
ことができて良かったと参加者
に大変好評でした。

第 45 回 常陸太田市社会福祉大会

〈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」

〈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」

獅子舞獅子舞

四方固め四方固め

種蒔き種蒔き

一本高足一本高足

（記事は２Pに）（記事は２Pに）

社協では職員を募集しています。詳しくはホームページ（http://www.ho-shakyo.jp）をご覧ください。募　集 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～」


