
　　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、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。

さ さ え あ っ て  共 に 生 き る
あ た た か い つ な が り の あ る

地 域 を め ざ し て

さ さ え あ っ て  共 に 生 き る
あ た た か い つ な が り の あ る

地 域 を め ざ し て

　地域で安心して暮らすためには、専門的なサービスを利用すると同時に、ご近所や地域の皆さまのあたたかい
交流や助け合いが必要です。社協は、人と人とのつながりを広げる活動を支援します。(ふれあいネットワーク事業）

地域の取り組み
応援します！

ささえあいを広げる市民フォーラムささえあいを広げる市民フォーラム

鎌 田  實鎌 田  實 氏氏 特別講演会特別講演会

【対　象】

【ところ】

【内　容】

【参加費】

【定　員】

【申込み】

常陸太田市民及び在勤在学の方

市民交流センター
パルティホール（中城町3210）

1･活動報告

　「ふれあいサロンを広げよう！」

　常陸太田市に広がるささえあいの活動報告

2･講演会

　「健康で幸せな生き方」講師：鎌田 實氏　

入場無料（事前申込制）

1,000名

7月31日（水）までに電話でお申込みください。（☎73-1717）
※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申込みください。

【と　き】 8月17日（土）
午後1時30分～3時45分

　少子高齢化が進む中、常陸太田で健康で幸せに暮らし
続けるにはどうすればいいでしょうか…　一緒に考えて
みませんか？

鎌
田
流

鎌
田
流

　～あたたかいつながりの中で自分らしく暮らせるまちをめざして～

健康で幸せな生き方健康で幸せな生き方

●ふれあいネットワーク事業とは？
　ご近所同士のつながりをいかして、支援を必要とする方を地域の助け合いと関係機関
のネットワークで見守り、安心して暮らせるようにお手伝いする事業です。
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ケアマネージャー
（介護支援専門員）  

ケアマネージャー
（介護支援専門員）  

サービス事業所
（訪問介護･訪問看護･
デイサービスなど）

サービス事業所
（訪問介護･訪問看護･
デイサービスなど）

地域包括
支援センター

地域包括
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在宅介護
支援センター

在宅介護
支援センター

ボランティア
支部関係者
近隣･協力者 

ボランティア
支部関係者
近隣･協力者 

ふれあいサロン
お茶飲み仲間

ふれあいサロン
お茶飲み仲間

認知症
サポーター

認知症
サポーター

市役所市役所

コーディネーター
（社会福祉協議会）
コーディネーター
（社会福祉協議会）支援を必要とする方

障がいを
お持ちの方

子育て中の
お父さんお母さん

ひとり暮らしの
高齢者

生活支援コーディ
ネーターがふれあ
いサロン活動やボ
ランティア活動を
支援し、支え合い
を広げるお手伝い
をします。

イメージ図
春友「笑･笑フレンド」

6月にスタートしました！6月にスタートしました！

小島サロン会

　元気よく　みんなで
　　　　　　　スクエアステップ！！
　元気よく　みんなで
　　　　　　　スクエアステップ！！

わらわら

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　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～」



（株）三友製作所…………………………21,853円
第9回黒羽自動車チャリティコンペ…100,000円
常陸太田市職員退職者友の会…………39,877円
やまぶき会………………………………30,586円
愛幸会(カラオケ歌謡祭チャリティ募金)…10,000円
高木昇………………………………………6,000円
前田敏武…………………………………10,000円
猿田なつ奈…………………………………3,200円
井坂壽美子…………………………1,000,000円
匿名（4件）………………………………646,231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

水府小学校、金砂郷中学校、西小沢児童クラブ、こどもセンターうぐいす、
市老連女性部、稲木町長寿会、小菅長寿会、久米なごみサロン会、下利員
なごやかサロン、亀作町ふれあい･いきいきサロン会、卓球を楽しむ会、
スクエアステップあじさい会、スクエアステップ金砂郷、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、金砂郷
ボランティアやまびこ、ボランティア「なあす」、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、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、常陸太田市商工会女性部、
常陸太田市役所、小規模多機能型居宅介護事業所すぎの木、JA常陸太田
地区女性部、(株)ＪＡ常陸サービス、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)エースプランニング、東光
食品(株)常陸太田工場、(有)中村屋商店、(有)井上商事、(有)堀越、長豊屋、
(株)高木総合保険センター、常陸化工(株)常陸セントラルＳＳ、大和田時計
本店、キコーナ太田店、秋本はな、岡﨑千夏、近藤久江、澁澤宗孝、白石
康光、横山寿美子、斉藤あさ子、助川博、田所治、福田幸子、鴨志田幸子、
鯉渕友子、深澤さかえ、大曽根莉良、大貫博、永井二美子、匿名(15件)

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）

【預託の部】

金銭預託

募 金 箱

物品預託

【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(315kg)
世矢小学校………………………………ベルマーク
水府小学校………………………………ベルマーク

常陸太田市身体障害者福祉会……………3,000円
西染長生会………………………………50,000円

　　善意銀行 3･4･5月分 感謝のご報告　　善意銀行 3･4･5月分 感謝のご報告

収入総額
340,475,000円

支出総額
340,475,000円

介護保険事業収入
39,718,000円

障がい者関係事業収入

69,121,000円

受託金

114,905,000円

経常経費補助金
62,553,000円

共同募金配分金
13,373,000円

(会費･寄付金･事業収入･　
前年度繰越金など）

  その他の収入
40,805,000円
(会費･寄付金･事業収入･　
前年度繰越金など）

地域福祉の推進

183,251,000円

地域福祉の推進

183,251,000円障がい者支援

61,931,000円

障がい者支援

61,931,000円

介護保険事業などの
高齢者支援

22,982,000円

法人運営

72,311,000円

令和元年度　予 算

ボランティアの育成･活動支援／ボランティア･市民活動センターの運営／各種イベントの開催（中学･高校生福祉チャレンジ
セミナー、教職員福祉セミナー、あんしんファミリー介護講座、福祉まつり、社会福祉大会、ふくし講演会）／広報活動／
在宅福祉サービスセンターの運営／ファミリー･サポート･センターの運営

支部事業の支援／小地域でのふれあいサロン(たまり場)活動の拡充／ふれあい型食事サービス事業／認知症サポーター養成
講座事業／おもちゃ図書館の開設

地域包括支援センターの運営（高齢者の総合的な相談、高齢者の虐待防止や権利擁護、介護予防ケアマネジメント、認知症
の方及びその家族などに関する支援、福祉･医療のネットワークづくり）／ふれあいネットワーク事業（生活支援体制整備
事業･地域での見守り活動の推進）／生活福祉資金貸付事業

地域福祉を進めるための環境を整える

災害や地域の異変に備える

みんなで見守り、安心できる地域をつくる

ふれあい、支え合う地域をつくる

誰もが参加できる地域をつくる

善意銀行の運営／共同募金運動の推進

在宅での生活を支える

災害時支援に関する研修会

日常生活自立支援事業／介護保険制度･障害者総合支援制度関連事業所の運営

介護予防を支援する

生き生きふれあい事業／介護予防栄養改善事業／介護予防口腔機能向上事業

食品ロス削減！困窮世帯への支援！「きずなＢＯＸ」へ寄付を！

　ご家庭の余った食品を“もったいない”

から“ありがとう”に変えましょう！

　皆さまから寄付いただいた食品は、

困窮世帯や児童養護施設などの福祉

施設に提供されます。

　

【お願い】
※要冷蔵・要冷凍の食品、野菜や果物などの生鮮食品は
　入れないでください。
※割れやすい容器の食品は梱包してください。

常温保存が可能で、賞味期限が2ヶ月以上残っている
未開封の食品
・缶詰　・レトルト食品　・インスタント麺
・乾麺（うどん・そば・パスタなど）　など…

協力いただきたい食品

自動販売機で手軽にできる
　　“社会貢献”始めませんか？

自動販売機で手軽にできる
　　“社会貢献”始めませんか？

　『赤い羽根募金付き自動販売機』は、飲み物を購入すると、
売上の一部が自動的に福祉事業に寄付されるしくみになって
います。
　企業･個人経営の皆さま、新しい募金のカタチとして、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？
　※詳しくはご相談ください。

総合福祉会館………………………………4,524円
常陸セントラルゴルフ練習場……………2,557円
常陸太田岡田簡易郵便局…………………1,370円
なごみ家……………………………………2,914円

【平成30年度実績】285.7㎏
ご協力ありがとうございました。

(株)ハリカ太田店　
介護支援センター　ハートランド

(株)ハリカ太田店　
介護支援センター　ハートランド

市内福祉事業所 第１号！市内福祉事業所 第１号！

令和元年度　事 業 計 画
　地域の皆さま･行政･関係団体との連携･協働により「すべての人が  安心して幸せに暮らせる  まち」をめざして
下記の事業に取り組みます。

《 主 な 事 業 》

中学･高校生福祉チャレンジセミナー

夏休み親子サロン

総合福祉会館
正面入口に設置
総合福祉会館

正面入口に設置

水府小学校 様水府小学校 様 第9回黒羽自動車チャリティコンペ 様第9回黒羽自動車チャリティコンペ 様

キコーナ太田店 様キコーナ太田店 様西小沢児童クラブ 様西小沢児童クラブ 様

○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

「 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
「 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」とは、市の地域福祉計画、社会福祉協議会の地域福祉

活動計画、地域ごと（19地区）の地域福祉活動計画が１冊にまとめられたものです。

詳しくは、市役所または社協のホームページで閲覧できます。

お 知 ら せお 知 ら せ

おもちゃ図書館「あ･そ･ぼ」であそぼう！おもちゃ図書館「あ･そ･ぼ」であそぼう！

ボランティア養成講座に参加しませんか？ボランティア養成講座に参加しませんか？
　地域全体で助け合い支え合い、安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域で活躍するボランティアを
養成する講座を開催します。ぜひご参加ください！

★高齢者向けバランス料理や掃除の時短テクを学びます★

　市内にお住まいのお子さん（未就学児）とその家族（親･祖父母･兄弟など）を対象に、みんなが楽しくおもちゃ
に囲まれて遊べる場です。その場で貸出（1人1点）も行いますので、お気軽にご利用ください！

　運営は、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」が行っています。おもちゃを修理するトイドクターを
大募集しています！

在宅介護者リフレッシュ事業のご案内在宅介護者リフレッシュ事業のご案内

〈お申込み･お問合せ〉 くらしさぽーとグループ　☎80－7000
　　　　　　　　　　　※各社協支所でも受け付けております。
　　　　　　　　　　　

　介護に役立つ研修、お食事、ショッピングなどで心身共に
リフレッシュしませんか？
【実施予定時期】9月･11月･2月
【対　象】市内在住で高齢者を自宅で介護している方
　　　　　（介護認定を受けていない高齢者も含む）
　◆内容の詳細や募集要項は、市の広報紙または、お知らせ版に
　　掲載します。
　　皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！

ボランティア募集中！〈お問合せ〉☎73-1717

【対　象】ボランティア･市民活動に興味･関心がある方、受講後活動できる方　【参加費】無　料
【申込み】電話または、メールにてお申込みください。

★共に生きる地域づくりについてお話を伺います★

認知症サポーター養成講座

調理･掃除研修

ボランティア フォローアップ研修

【と　き】 9月 3日（火）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　【定　員】50名

【講　師】認知症キャラバンメイト／
　　　　　金砂郷おむすびの会

★認知症の基礎知識を寸劇を交えてわかりやすく学びます★

【と　き】 9月18日（水）午前9時30分～午後3時
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　
【定　員】30名

【と　き】10月 4日（金）午前10時～正午
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　【定　員】100名

【講　師】茨城キリスト教大学　非常勤講師
　　　　　　　　　　　　　池田　幸也 氏

『ひと工夫で元気メニュー』
【調理講師】社会福祉協議会　管理栄養士
『ささっときれいに！お掃除の時短テク』
【掃除講師】ダスキンメリーメイド　篠原　伸子 氏

　「幸せつなぐいきいきプラン」（地域福祉活動計画《期間：平成29年度～令和3年度》）が3年目を迎え
ました。今年度もより一層、市民の皆さまと市と社協が協働で地域の幸せづくりと支え合い･助け合いを
推進します！

　社会福祉協議会支部を中心に地域の皆さまが、地区ごと（19地区）の福祉の取り組みをまとめた「地域福祉
活動計画」では、各地区が特色あるスローガンを掲げて、さまざまな活動に取り組んでいます。
　皆さまのご参加・ご協力をお願いいたします。

地区名

《常陸太田地区》

太　田

機　初

西小沢

幸　久

佐　竹

誉　田

佐　都

世　矢

河　内

《金砂郷地区》

久　米

郡　戸

金　郷

金　砂

《水府地区》

山　田

染和田

天下野

高　倉

《里美地区》

小　里

賀　美

社会福祉協議会支部長

石　井　勝　三

鈴　木　　　守

高　野　俊　郎

中　山　芳　樹

土　田　惣　一

桐　原　　　弘

福　地　保　子

川　又　善　行

中　村　　　司

石　井　　　彰

永　山　正　文

矢　部　　　章

名田部　　　久

山　本　一　之

片　岡　義　一

小　林　隆　男

井　上　久　夫

高　星　隆　夫

鈴　木　　　一

※敬称略
地区計画スローガン

絆を深めて なごみの場　

ふれ♡のまち 元気はたそめ

たまり場に集合！

ふれあいのまち 幸 久

ふれあい ささえ愛 まなび合いの輪を広げよう

強めよう 地域の絆

子どもから高齢者まで ひとりにしないまちづくり

スマイル 世矢

河内 ふれあいの街

ふれあいと絆 久米の郷

やさしいまち 郡戸

あいさつと絆で きれいなまち 金郷

か がやく な かまと さ あいこう！（最高）

地域住民の 絆 が強いまち 山田 ～健康で笑顔のあふれるまち～

みんなで一声 地域の輪（和）

みんなで声かけ♡明るい地域

「お互い様と感謝の心で」　　暮らし 安心 高倉町

みんなで元気に楽しい生活

愛がつくる幸せの 和

あい

♡

きずな

ぐんど

○ ○ ○

♡

♡

と　き

第2土曜日
第4木曜日

第3水曜日

ところ

総合福祉会館
(稲木町33）

水府総合センター
（町田町163-1）

午前9時30分～11時30分時　間

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○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



「 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
「 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」とは、市の地域福祉計画、社会福祉協議会の地域福祉

活動計画、地域ごと（19地区）の地域福祉活動計画が１冊にまとめられたものです。

詳しくは、市役所または社協のホームページで閲覧できます。

お 知 ら せお 知 ら せ

おもちゃ図書館「あ･そ･ぼ」であそぼう！おもちゃ図書館「あ･そ･ぼ」であそぼう！

ボランティア養成講座に参加しませんか？ボランティア養成講座に参加しませんか？
　地域全体で助け合い支え合い、安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域で活躍するボランティアを
養成する講座を開催します。ぜひご参加ください！

★高齢者向けバランス料理や掃除の時短テクを学びます★

　市内にお住まいのお子さん（未就学児）とその家族（親･祖父母･兄弟など）を対象に、みんなが楽しくおもちゃ
に囲まれて遊べる場です。その場で貸出（1人1点）も行いますので、お気軽にご利用ください！

　運営は、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」が行っています。おもちゃを修理するトイドクターを
大募集しています！

在宅介護者リフレッシュ事業のご案内在宅介護者リフレッシュ事業のご案内

〈お申込み･お問合せ〉 くらしさぽーとグループ　☎80－7000
　　　　　　　　　　　※各社協支所でも受け付けております。
　　　　　　　　　　　

　介護に役立つ研修、お食事、ショッピングなどで心身共に
リフレッシュしませんか？
【実施予定時期】9月･11月･2月
【対　象】市内在住で高齢者を自宅で介護している方
　　　　　（介護認定を受けていない高齢者も含む）
　◆内容の詳細や募集要項は、市の広報紙または、お知らせ版に
　　掲載します。
　　皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！

ボランティア募集中！〈お問合せ〉☎73-1717

【対　象】ボランティア･市民活動に興味･関心がある方、受講後活動できる方　【参加費】無　料
【申込み】電話または、メールにてお申込みください。

★共に生きる地域づくりについてお話を伺います★

認知症サポーター養成講座

調理･掃除研修

ボランティア フォローアップ研修

【と　き】 9月 3日（火）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　【定　員】50名

【講　師】認知症キャラバンメイト／
　　　　　金砂郷おむすびの会

★認知症の基礎知識を寸劇を交えてわかりやすく学びます★

【と　き】 9月18日（水）午前9時30分～午後3時
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　
【定　員】30名

【と　き】10月 4日（金）午前10時～正午
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　【定　員】100名
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『ひと工夫で元気メニュー』
【調理講師】社会福祉協議会　管理栄養士
『ささっときれいに！お掃除の時短テク』
【掃除講師】ダスキンメリーメイド　篠原　伸子 氏

　「幸せつなぐいきいきプラン」（地域福祉活動計画《期間：平成29年度～令和3年度》）が3年目を迎え
ました。今年度もより一層、市民の皆さまと市と社協が協働で地域の幸せづくりと支え合い･助け合いを
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活動計画」では、各地区が特色あるスローガンを掲げて、さまざまな活動に取り組んでいます。
　皆さまのご参加・ご協力をお願いいたします。
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　満75歳以上の方は路線バスの運賃が半額になりますので、
ぜひ路線バスをご利用ください。
≪対象者≫
　常陸太田市内にお住まいで、満75歳以上の方
≪半額運賃で路線バスに乗るためには≫
　茨城交通（株）の記名式の路線バスＩＣカード（いばっピ又は
　でんてつハイカード）の購入が必要です。
　※すでに路線バスＩＣカードをお持ちの方は、下記営業所で
　　手続きをすることで、助成を受けることができます。
≪路線バスＩＣカード購入先≫ 
　●茨城交通（株）太田営業所（いばっピ）
　●茨城交通（株）日立南営業所（でんてつハイカード）
≪申請方法≫
　ＩＣカード購入の際に、各営業所に備え付けの申請書に記入し、
　年齢を証明できる身分証明書を持参の上、申請してください。
　※市街地循環線及び高速バスは助成の対象とはなりません。

　高齢者の方は路線バス運賃が 半額 になります！

　オレンジカフェは、認知症の方とその家族が集うやすらぎの場です。
　おしゃべりやカフェを楽しみながら、普段抱えている不安や疑問などを気軽に相談できるほか、専門的
なアドバイスも受けることができます。

【対　象】

【ところ】

【日　程】

【参加費】

市内在住の認知症の方とそのご家族や支援者

生涯学習センター（中城町3280）

午後1時30分～　受付

　　2時00分～　おしゃべりタイム

　　2時45分～　脳いきいき体操

　　3時00分～　カフェタイム

　　3時30分　　終了

●ちょっとした手作業、講話などを行うこともあります。

無　料

　◆事前申込不要。

　　直接会場にお越しください。

　　途中からの参加も可能ですので、

　　お気軽にご参加ください。

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

7月18日（木）

9月26日（木）

11月 7日（木）

12月19日（木）

3月19日（木）

と　き

（常陸太田市地域包括支援センター）
お問合せ

おとしより生活相談センター

　総合福祉会館内（稲木町33）　☎72-8881　

“オレンジカフェ やすらぎ ”にお越しください！ “オレンジカフェ やすらぎ ”にお越しください！ 
ほっとひといき、つきませんか？ほっとひといき、つきませんか？

出前講座 認知症サポーター養成講座を開催しませんか？ 認知症サポーター養成講座を開催しませんか？ 
　認知症サポーターは認知症の方やその家族を地域や職域で温かく見守る応援者です。社協
では、認知症への理解者を増やし、認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして「認知症
サポーター養成講座」に取り組んでいます。

講座を開催するには？

講座の内容は？

　町会･自治会、企業、サークル、学校、老人クラブ、商店、友だち同士など 10 名以上の団体で
お申込みください。（ご希望日の 1 ヶ月前までにお申込みください。講師費用は無料です。）

　認知症という病気の理解や接し方など、寸劇
や DVD を交え分かりやすくお話しします。
時間は 60 分～ 90 分ほどです。受講者には
認知症サポーターの証として“オレンジリング”
を差し上げます。

ほのぼのおおたほのぼのおおた困ったときは
お互いさま

困ったときは
お互いさま

協力会員（有償ボランティア）募集中！！
　市内にお住まいで心身ともに健康な方、明るく･楽しく･はつらつと活動できる方、地域福祉活動を

してみたい方、空いた時間を有効に活用したい方、ぜひ協力会員へのご登録をお待ちしております！

　ゴミ捨てや子どもの送迎など30分程度の短時間の活動もありますので、お気軽にお問合せください。

〈お問合せ〉
　在 宅 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 「 ほのぼのおおた 」　☎72-4574　　　　　　ファミリー･サポート･センター

　　　　　　

資格は問いません 都合の良い曜日や時間帯
得意な援助内容で登録ＯＫ

活動時間に応じて
活動費を支給します！

●路線バスＩＣカード

●市内の路線バス運賃

いばっピ でんてつハイカード

走 行 距 離

約10㎞～20㎞
約10㎞以内

約20㎞以上

運　賃
助成前　➡　助成後
200円　➡　100円
300円　➡　150円
500円　➡　250円

　半額　半額

オオタ　タロウ様　20才　男

≪お問合せ≫ 市役所 企画課　☎72-3111(内線312）

　協力会員 大募集！！　協力会員 大募集！！

《活動費》平日　午前8時30分～午後5時　　　　 30分300円
　　　　　上記の時間以外と土･日･祝日･年末年始　30分375円

ゴミ出しゴミ出し 買い物支援買い物支援 外出･病院のつきそい外出･病院のつきそい

家事援助
(食事･洗濯･掃除など）
家事援助

(食事･洗濯･掃除など）
話し相手話し相手 子どもの送迎子どもの送迎

▼例えば、こんな活動があります！▼▼例えば、こんな活動があります！▼

生活応援隊
生活応援隊

薬のうけとり薬のうけとり

子どもの一時預かり子どもの一時預かり

《交通費》　１回 200円

などなど

お待ちして
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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　ゴミ捨てや子どもの送迎など30分程度の短時間の活動もありますので、お気軽にお問合せください。

〈お問合せ〉
　在 宅 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 「 ほのぼのおおた 」　☎72-4574　　　　　　ファミリー･サポート･センター

　　　　　　

資格は問いません 都合の良い曜日や時間帯
得意な援助内容で登録ＯＫ

活動時間に応じて
活動費を支給します！

●路線バスＩＣカード

●市内の路線バス運賃

いばっピ でんてつハイカード

走 行 距 離

約10㎞～20㎞
約10㎞以内

約20㎞以上

運　賃
助成前　➡　助成後
200円　➡　100円
300円　➡　150円
500円　➡　250円

　半額　半額

オオタ　タロウ様　20才　男

≪お問合せ≫ 市役所 企画課　☎72-3111(内線312）

　協力会員 大募集！！　協力会員 大募集！！

《活動費》平日　午前8時30分～午後5時　　　　 30分300円
　　　　　上記の時間以外と土･日･祝日･年末年始　30分375円

ゴミ出しゴミ出し 買い物支援買い物支援 外出･病院のつきそい外出･病院のつきそい

家事援助
(食事･洗濯･掃除など）
家事援助

(食事･洗濯･掃除など）
話し相手話し相手 子どもの送迎子どもの送迎

▼例えば、こんな活動があります！▼▼例えば、こんな活動があります！▼

生活応援隊
生活応援隊

薬のうけとり薬のうけとり

子どもの一時預かり子どもの一時預かり

《交通費》　１回 200円

などなど

お待ちして
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



　満75歳以上の方は路線バスの運賃が半額になりますので、
ぜひ路線バスをご利用ください。
≪対象者≫
　常陸太田市内にお住まいで、満75歳以上の方
≪半額運賃で路線バスに乗るためには≫
　茨城交通（株）の記名式の路線バスＩＣカード（いばっピ又は
　でんてつハイカード）の購入が必要です。
　※すでに路線バスＩＣカードをお持ちの方は、下記営業所で
　　手続きをすることで、助成を受けることができます。
≪路線バスＩＣカード購入先≫ 
　●茨城交通（株）太田営業所（いばっピ）
　●茨城交通（株）日立南営業所（でんてつハイカード）
≪申請方法≫
　ＩＣカード購入の際に、各営業所に備え付けの申請書に記入し、
　年齢を証明できる身分証明書を持参の上、申請してください。
　※市街地循環線及び高速バスは助成の対象とはなりません。

　高齢者の方は路線バス運賃が 半額 になります！

　オレンジカフェは、認知症の方とその家族が集うやすらぎの場です。
　おしゃべりやカフェを楽しみながら、普段抱えている不安や疑問などを気軽に相談できるほか、専門的
なアドバイスも受けることができます。

【対　象】

【ところ】

【日　程】

【参加費】

市内在住の認知症の方とそのご家族や支援者

生涯学習センター（中城町3280）

午後1時30分～　受付

　　2時00分～　おしゃべりタイム

　　2時45分～　脳いきいき体操

　　3時00分～　カフェタイム

　　3時30分　　終了

●ちょっとした手作業、講話などを行うこともあります。

無　料

　◆事前申込不要。

　　直接会場にお越しください。

　　途中からの参加も可能ですので、

　　お気軽にご参加ください。

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

7月18日（木）

9月26日（木）

11月 7日（木）

12月19日（木）

3月19日（木）

と　き

（常陸太田市地域包括支援センター）
お問合せ

おとしより生活相談センター

　総合福祉会館内（稲木町33）　☎72-8881　

“オレンジカフェ やすらぎ ”にお越しください！ “オレンジカフェ やすらぎ ”にお越しください！ 
ほっとひといき、つきませんか？ほっとひといき、つきませんか？

出前講座 認知症サポーター養成講座を開催しませんか？ 認知症サポーター養成講座を開催しませんか？ 
　認知症サポーターは認知症の方やその家族を地域や職域で温かく見守る応援者です。社協
では、認知症への理解者を増やし、認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして「認知症
サポーター養成講座」に取り組んでいます。

講座を開催するには？

講座の内容は？

　町会･自治会、企業、サークル、学校、老人クラブ、商店、友だち同士など 10 名以上の団体で
お申込みください。（ご希望日の 1 ヶ月前までにお申込みください。講師費用は無料です。）

　認知症という病気の理解や接し方など、寸劇
や DVD を交え分かりやすくお話しします。
時間は 60 分～ 90 分ほどです。受講者には
認知症サポーターの証として“オレンジリング”
を差し上げます。
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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…………………………21,853円
第9回黒羽自動車チャリティコンペ…100,000円
常陸太田市職員退職者友の会…………39,877円
やまぶき会………………………………30,586円
愛幸会(カラオケ歌謡祭チャリティ募金)…10,000円
高木昇………………………………………6,000円
前田敏武…………………………………10,000円
猿田なつ奈…………………………………3,200円
井坂壽美子…………………………1,000,000円
匿名（4件）………………………………646,231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

水府小学校、金砂郷中学校、西小沢児童クラブ、こどもセンターうぐいす、
市老連女性部、稲木町長寿会、小菅長寿会、久米なごみサロン会、下利員
なごやかサロン、亀作町ふれあい･いきいきサロン会、卓球を楽しむ会、
スクエアステップあじさい会、スクエアステップ金砂郷、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、金砂郷
ボランティアやまびこ、ボランティア「なあす」、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、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、常陸太田市商工会女性部、
常陸太田市役所、小規模多機能型居宅介護事業所すぎの木、JA常陸太田
地区女性部、(株)ＪＡ常陸サービス、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)エースプランニング、東光
食品(株)常陸太田工場、(有)中村屋商店、(有)井上商事、(有)堀越、長豊屋、
(株)高木総合保険センター、常陸化工(株)常陸セントラルＳＳ、大和田時計
本店、キコーナ太田店、秋本はな、岡﨑千夏、近藤久江、澁澤宗孝、白石
康光、横山寿美子、斉藤あさ子、助川博、田所治、福田幸子、鴨志田幸子、
鯉渕友子、深澤さかえ、大曽根莉良、大貫博、永井二美子、匿名(15件)

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）

【預託の部】

金銭預託

募 金 箱

物品預託

【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(315kg)
世矢小学校………………………………ベルマーク
水府小学校………………………………ベルマーク

常陸太田市身体障害者福祉会……………3,000円
西染長生会………………………………50,000円

　　善意銀行 3･4･5月分 感謝のご報告　　善意銀行 3･4･5月分 感謝のご報告

収入総額
340,475,000円

支出総額
340,475,000円

介護保険事業収入
39,718,000円

障がい者関係事業収入

69,121,000円

受託金

114,905,000円

経常経費補助金
62,553,000円

共同募金配分金
13,373,000円

(会費･寄付金･事業収入･　
前年度繰越金など）

  その他の収入
40,805,000円
(会費･寄付金･事業収入･　
前年度繰越金など）

地域福祉の推進

183,251,000円

地域福祉の推進

183,251,000円障がい者支援

61,931,000円

障がい者支援

61,931,000円

介護保険事業などの
高齢者支援

22,982,000円

法人運営

72,311,000円

令和元年度　予 算

ボランティアの育成･活動支援／ボランティア･市民活動センターの運営／各種イベントの開催（中学･高校生福祉チャレンジ
セミナー、教職員福祉セミナー、あんしんファミリー介護講座、福祉まつり、社会福祉大会、ふくし講演会）／広報活動／
在宅福祉サービスセンターの運営／ファミリー･サポート･センターの運営

支部事業の支援／小地域でのふれあいサロン(たまり場)活動の拡充／ふれあい型食事サービス事業／認知症サポーター養成
講座事業／おもちゃ図書館の開設

地域包括支援センターの運営（高齢者の総合的な相談、高齢者の虐待防止や権利擁護、介護予防ケアマネジメント、認知症
の方及びその家族などに関する支援、福祉･医療のネットワークづくり）／ふれあいネットワーク事業（生活支援体制整備
事業･地域での見守り活動の推進）／生活福祉資金貸付事業

地域福祉を進めるための環境を整える

災害や地域の異変に備える

みんなで見守り、安心できる地域をつくる

ふれあい、支え合う地域をつくる

誰もが参加できる地域をつくる

善意銀行の運営／共同募金運動の推進

在宅での生活を支える

災害時支援に関する研修会

日常生活自立支援事業／介護保険制度･障害者総合支援制度関連事業所の運営

介護予防を支援する

生き生きふれあい事業／介護予防栄養改善事業／介護予防口腔機能向上事業

食品ロス削減！困窮世帯への支援！「きずなＢＯＸ」へ寄付を！

　ご家庭の余った食品を“もったいない”

から“ありがとう”に変えましょう！

　皆さまから寄付いただいた食品は、

困窮世帯や児童養護施設などの福祉

施設に提供されます。

　

【お願い】
※要冷蔵・要冷凍の食品、野菜や果物などの生鮮食品は
　入れないでください。
※割れやすい容器の食品は梱包してください。

常温保存が可能で、賞味期限が2ヶ月以上残っている
未開封の食品
・缶詰　・レトルト食品　・インスタント麺
・乾麺（うどん・そば・パスタなど）　など…

協力いただきたい食品

自動販売機で手軽にできる
　　“社会貢献”始めませんか？

自動販売機で手軽にできる
　　“社会貢献”始めませんか？

　『赤い羽根募金付き自動販売機』は、飲み物を購入すると、
売上の一部が自動的に福祉事業に寄付されるしくみになって
います。
　企業･個人経営の皆さま、新しい募金のカタチとして、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？
　※詳しくはご相談ください。

総合福祉会館………………………………4,524円
常陸セントラルゴルフ練習場……………2,557円
常陸太田岡田簡易郵便局…………………1,370円
なごみ家……………………………………2,914円

【平成30年度実績】285.7㎏
ご協力ありがとうございました。

(株)ハリカ太田店　
介護支援センター　ハートランド

(株)ハリカ太田店　
介護支援センター　ハートランド

市内福祉事業所 第１号！市内福祉事業所 第１号！

令和元年度　事 業 計 画
　地域の皆さま･行政･関係団体との連携･協働により「すべての人が  安心して幸せに暮らせる  まち」をめざして
下記の事業に取り組みます。

《 主 な 事 業 》

中学･高校生福祉チャレンジセミナー

夏休み親子サロン

総合福祉会館
正面入口に設置
総合福祉会館

正面入口に設置

水府小学校 様水府小学校 様 第9回黒羽自動車チャリティコンペ 様第9回黒羽自動車チャリティコンペ 様

キコーナ太田店 様キコーナ太田店 様西小沢児童クラブ 様西小沢児童クラブ 様

○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

「 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
「 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」とは、市の地域福祉計画、社会福祉協議会の地域福祉

活動計画、地域ごと（19地区）の地域福祉活動計画が１冊にまとめられたものです。

詳しくは、市役所または社協のホームページで閲覧できます。

お 知 ら せお 知 ら せ

おもちゃ図書館「あ･そ･ぼ」であそぼう！おもちゃ図書館「あ･そ･ぼ」であそぼう！

ボランティア養成講座に参加しませんか？ボランティア養成講座に参加しませんか？
　地域全体で助け合い支え合い、安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域で活躍するボランティアを
養成する講座を開催します。ぜひご参加ください！

★高齢者向けバランス料理や掃除の時短テクを学びます★

　市内にお住まいのお子さん（未就学児）とその家族（親･祖父母･兄弟など）を対象に、みんなが楽しくおもちゃ
に囲まれて遊べる場です。その場で貸出（1人1点）も行いますので、お気軽にご利用ください！

　運営は、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」が行っています。おもちゃを修理するトイドクターを
大募集しています！

在宅介護者リフレッシュ事業のご案内在宅介護者リフレッシュ事業のご案内

〈お申込み･お問合せ〉 くらしさぽーとグループ　☎80－7000
　　　　　　　　　　　※各社協支所でも受け付けております。
　　　　　　　　　　　

　介護に役立つ研修、お食事、ショッピングなどで心身共に
リフレッシュしませんか？
【実施予定時期】9月･11月･2月
【対　象】市内在住で高齢者を自宅で介護している方
　　　　　（介護認定を受けていない高齢者も含む）
　◆内容の詳細や募集要項は、市の広報紙または、お知らせ版に
　　掲載します。
　　皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！

ボランティア募集中！〈お問合せ〉☎73-1717

【対　象】ボランティア･市民活動に興味･関心がある方、受講後活動できる方　【参加費】無　料
【申込み】電話または、メールにてお申込みください。

★共に生きる地域づくりについてお話を伺います★

認知症サポーター養成講座

調理･掃除研修

ボランティア フォローアップ研修

【と　き】 9月 3日（火）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　【定　員】50名

【講　師】認知症キャラバンメイト／
　　　　　金砂郷おむすびの会

★認知症の基礎知識を寸劇を交えてわかりやすく学びます★

【と　き】 9月18日（水）午前9時30分～午後3時
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　
【定　員】30名

【と　き】10月 4日（金）午前10時～正午
【ところ】総合福祉会館（稲木町33）　【定　員】100名

【講　師】茨城キリスト教大学　非常勤講師
　　　　　　　　　　　　　池田　幸也 氏

『ひと工夫で元気メニュー』
【調理講師】社会福祉協議会　管理栄養士
『ささっときれいに！お掃除の時短テク』
【掃除講師】ダスキンメリーメイド　篠原　伸子 氏

　「幸せつなぐいきいきプラン」（地域福祉活動計画《期間：平成29年度～令和3年度》）が3年目を迎え
ました。今年度もより一層、市民の皆さまと市と社協が協働で地域の幸せづくりと支え合い･助け合いを
推進します！

　社会福祉協議会支部を中心に地域の皆さまが、地区ごと（19地区）の福祉の取り組みをまとめた「地域福祉
活動計画」では、各地区が特色あるスローガンを掲げて、さまざまな活動に取り組んでいます。
　皆さまのご参加・ご協力をお願いいたします。

地区名

《常陸太田地区》

太　田

機　初

西小沢

幸　久

佐　竹

誉　田

佐　都

世　矢

河　内

《金砂郷地区》

久　米

郡　戸

金　郷

金　砂

《水府地区》

山　田

染和田

天下野

高　倉

《里美地区》

小　里

賀　美

社会福祉協議会支部長

石　井　勝　三

鈴　木　　　守

高　野　俊　郎

中　山　芳　樹

土　田　惣　一

桐　原　　　弘

福　地　保　子

川　又　善　行

中　村　　　司

石　井　　　彰

永　山　正　文

矢　部　　　章

名田部　　　久

山　本　一　之

片　岡　義　一

小　林　隆　男

井　上　久　夫

高　星　隆　夫

鈴　木　　　一

※敬称略
地区計画スローガン

絆を深めて なごみの場　

ふれ♡のまち 元気はたそめ

たまり場に集合！

ふれあいのまち 幸 久

ふれあい ささえ愛 まなび合いの輪を広げよう

強めよう 地域の絆

子どもから高齢者まで ひとりにしないまちづくり

スマイル 世矢

河内 ふれあいの街

ふれあいと絆 久米の郷

やさしいまち 郡戸

あいさつと絆で きれいなまち 金郷

か がやく な かまと さ あいこう！（最高）

地域住民の 絆 が強いまち 山田 ～健康で笑顔のあふれるまち～

みんなで一声 地域の輪（和）

みんなで声かけ♡明るい地域

「お互い様と感謝の心で」　　暮らし 安心 高倉町

みんなで元気に楽しい生活

愛がつくる幸せの 和

あい

♡

きずな

ぐんど

○ ○ ○

♡

♡

と　き

第2土曜日
第4木曜日

第3水曜日

ところ

総合福祉会館
(稲木町33）

水府総合センター
（町田町163-1）

午前9時30分～11時30分時　間

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○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…………………………21,853円
第9回黒羽自動車チャリティコンペ…100,000円
常陸太田市職員退職者友の会…………39,877円
やまぶき会………………………………30,586円
愛幸会(カラオケ歌謡祭チャリティ募金)…10,000円
高木昇………………………………………6,000円
前田敏武…………………………………10,000円
猿田なつ奈…………………………………3,200円
井坂壽美子…………………………1,000,000円
匿名（4件）………………………………646,231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

水府小学校、金砂郷中学校、西小沢児童クラブ、こどもセンターうぐいす、
市老連女性部、稲木町長寿会、小菅長寿会、久米なごみサロン会、下利員
なごやかサロン、亀作町ふれあい･いきいきサロン会、卓球を楽しむ会、
スクエアステップあじさい会、スクエアステップ金砂郷、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、金砂郷
ボランティアやまびこ、ボランティア「なあす」、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、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、常陸太田市商工会女性部、
常陸太田市役所、小規模多機能型居宅介護事業所すぎの木、JA常陸太田
地区女性部、(株)ＪＡ常陸サービス、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)エースプランニング、東光
食品(株)常陸太田工場、(有)中村屋商店、(有)井上商事、(有)堀越、長豊屋、
(株)高木総合保険センター、常陸化工(株)常陸セントラルＳＳ、大和田時計
本店、キコーナ太田店、秋本はな、岡﨑千夏、近藤久江、澁澤宗孝、白石
康光、横山寿美子、斉藤あさ子、助川博、田所治、福田幸子、鴨志田幸子、
鯉渕友子、深澤さかえ、大曽根莉良、大貫博、永井二美子、匿名(15件)

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）

【預託の部】

金銭預託

募 金 箱

物品預託

【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(315kg)
世矢小学校………………………………ベルマーク
水府小学校………………………………ベルマーク

常陸太田市身体障害者福祉会……………3,000円
西染長生会………………………………50,000円

　　善意銀行 3･4･5月分 感謝のご報告　　善意銀行 3･4･5月分 感謝のご報告

収入総額
340,475,000円

支出総額
340,475,000円

介護保険事業収入
39,718,000円

障がい者関係事業収入

69,121,000円

受託金

114,905,000円

経常経費補助金
62,553,000円

共同募金配分金
13,373,000円

(会費･寄付金･事業収入･　
前年度繰越金など）

  その他の収入
40,805,000円
(会費･寄付金･事業収入･　
前年度繰越金など）

地域福祉の推進

183,251,000円

地域福祉の推進

183,251,000円障がい者支援

61,931,000円

障がい者支援

61,931,000円

介護保険事業などの
高齢者支援

22,982,000円

法人運営

72,311,000円

令和元年度　予 算

ボランティアの育成･活動支援／ボランティア･市民活動センターの運営／各種イベントの開催（中学･高校生福祉チャレンジ
セミナー、教職員福祉セミナー、あんしんファミリー介護講座、福祉まつり、社会福祉大会、ふくし講演会）／広報活動／
在宅福祉サービスセンターの運営／ファミリー･サポート･センターの運営

支部事業の支援／小地域でのふれあいサロン(たまり場)活動の拡充／ふれあい型食事サービス事業／認知症サポーター養成
講座事業／おもちゃ図書館の開設

地域包括支援センターの運営（高齢者の総合的な相談、高齢者の虐待防止や権利擁護、介護予防ケアマネジメント、認知症
の方及びその家族などに関する支援、福祉･医療のネットワークづくり）／ふれあいネットワーク事業（生活支援体制整備
事業･地域での見守り活動の推進）／生活福祉資金貸付事業

地域福祉を進めるための環境を整える

災害や地域の異変に備える

みんなで見守り、安心できる地域をつくる

ふれあい、支え合う地域をつくる

誰もが参加できる地域をつくる

善意銀行の運営／共同募金運動の推進

在宅での生活を支える

災害時支援に関する研修会

日常生活自立支援事業／介護保険制度･障害者総合支援制度関連事業所の運営

介護予防を支援する

生き生きふれあい事業／介護予防栄養改善事業／介護予防口腔機能向上事業

食品ロス削減！困窮世帯への支援！「きずなＢＯＸ」へ寄付を！

　ご家庭の余った食品を“もったいない”

から“ありがとう”に変えましょう！

　皆さまから寄付いただいた食品は、

困窮世帯や児童養護施設などの福祉

施設に提供されます。

　

【お願い】
※要冷蔵・要冷凍の食品、野菜や果物などの生鮮食品は
　入れないでください。
※割れやすい容器の食品は梱包してください。

常温保存が可能で、賞味期限が2ヶ月以上残っている
未開封の食品
・缶詰　・レトルト食品　・インスタント麺
・乾麺（うどん・そば・パスタなど）　など…

協力いただきたい食品

自動販売機で手軽にできる
　　“社会貢献”始めませんか？

自動販売機で手軽にできる
　　“社会貢献”始めませんか？

　『赤い羽根募金付き自動販売機』は、飲み物を購入すると、
売上の一部が自動的に福祉事業に寄付されるしくみになって
います。
　企業･個人経営の皆さま、新しい募金のカタチとして、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？
　※詳しくはご相談ください。

総合福祉会館………………………………4,524円
常陸セントラルゴルフ練習場……………2,557円
常陸太田岡田簡易郵便局…………………1,370円
なごみ家……………………………………2,914円

【平成30年度実績】285.7㎏
ご協力ありがとうございました。

(株)ハリカ太田店　
介護支援センター　ハートランド

(株)ハリカ太田店　
介護支援センター　ハートランド

市内福祉事業所 第１号！市内福祉事業所 第１号！

令和元年度　事 業 計 画
　地域の皆さま･行政･関係団体との連携･協働により「すべての人が  安心して幸せに暮らせる  まち」をめざして
下記の事業に取り組みます。

《 主 な 事 業 》

中学･高校生福祉チャレンジセミナー

夏休み親子サロン

総合福祉会館
正面入口に設置
総合福祉会館

正面入口に設置

水府小学校 様水府小学校 様 第9回黒羽自動車チャリティコンペ 様第9回黒羽自動車チャリティコンペ 様

キコーナ太田店 様キコーナ太田店 様西小沢児童クラブ 様西小沢児童クラブ 様

○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



　　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、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。

さ さ え あ っ て  共 に 生 き る
あ た た か い つ な が り の あ る

地 域 を め ざ し て

さ さ え あ っ て  共 に 生 き る
あ た た か い つ な が り の あ る

地 域 を め ざ し て

　地域で安心して暮らすためには、専門的なサービスを利用すると同時に、ご近所や地域の皆さまのあたたかい
交流や助け合いが必要です。社協は、人と人とのつながりを広げる活動を支援します。(ふれあいネットワーク事業）

地域の取り組み
応援します！

ささえあいを広げる市民フォーラムささえあいを広げる市民フォーラム

鎌 田  實鎌 田  實 氏氏 特別講演会特別講演会

【対　象】

【ところ】

【内　容】

【参加費】

【定　員】

【申込み】

常陸太田市民及び在勤在学の方

市民交流センター
パルティホール（中城町3210）

1･活動報告

　「ふれあいサロンを広げよう！」

　常陸太田市に広がるささえあいの活動報告

2･講演会

　「健康で幸せな生き方」講師：鎌田 實氏　

入場無料（事前申込制）

1,000名

7月31日（水）までに電話でお申込みください。（☎73-1717）
※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申込みください。

【と　き】 8月17日（土）
午後1時30分～3時45分

　少子高齢化が進む中、常陸太田で健康で幸せに暮らし
続けるにはどうすればいいでしょうか…　一緒に考えて
みませんか？

鎌
田
流

鎌
田
流

　～あたたかいつながりの中で自分らしく暮らせるまちをめざして～

健康で幸せな生き方健康で幸せな生き方

●ふれあいネットワーク事業とは？
　ご近所同士のつながりをいかして、支援を必要とする方を地域の助け合いと関係機関
のネットワークで見守り、安心して暮らせるようにお手伝いする事業です。

民生委員
児童委員  
民生委員
児童委員  

家族
親族  
家族
親族  

ケアマネージャー
（介護支援専門員）  

ケアマネージャー
（介護支援専門員）  

サービス事業所
（訪問介護･訪問看護･
デイサービスなど）

サービス事業所
（訪問介護･訪問看護･
デイサービスなど）

地域包括
支援センター

地域包括
支援センター

在宅介護
支援センター

在宅介護
支援センター

ボランティア
支部関係者
近隣･協力者 

ボランティア
支部関係者
近隣･協力者 

ふれあいサロン
お茶飲み仲間

ふれあいサロン
お茶飲み仲間

認知症
サポーター

認知症
サポーター

市役所市役所

コーディネーター
（社会福祉協議会）
コーディネーター
（社会福祉協議会）支援を必要とする方

障がいを
お持ちの方

子育て中の
お父さんお母さん

ひとり暮らしの
高齢者

生活支援コーディ
ネーターがふれあ
いサロン活動やボ
ランティア活動を
支援し、支え合い
を広げるお手伝い
をします。

イメージ図
春友「笑･笑フレンド」

6月にスタートしました！6月にスタートしました！

小島サロン会

　元気よく　みんなで
　　　　　　　スクエアステップ！！
　元気よく　みんなで
　　　　　　　スクエアステップ！！

わらわら

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　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～」


