
　　　　 ふれあい・いきいきサロンにおじゃましました！

わらわら
　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。

　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。　
　道の駅ひたちおおたや市内各店舗などで
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、街頭募金活動を行いました。

　このたびの台風19号の災害に際し、社協では10月15日（火）から11月8日（金）まで25日間にわたり市役所金砂郷
支所内に常陸太田市災害ボランティアセンターを開設し、被災された皆さまへの相談対応及びボランティアの
派遣･調整等を行いました。
　災害ボランティアセンターでは、この間、県内外から参加された延べ 2,000名を超えるボランティアの皆さま
にご協力をいただき、泥出しやごみの撤去、生活再建に向けた支援など、約150件の支援を行いました。
　改めまして、ボランティアの皆さま、関係機関の皆さまに、心から感謝を申し上げます。
　引き続きボランティア･市民活動センター内に、「被災者支援相談窓口」を設置し、今回被災された方からの
ボランティアの依頼や相談を受け付けています。

○電話番号：87-7474　○FAX番号：72-5449　○受付時間：午前9時～午後4時（平日のみ）

人
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▶真弓が丘クラブサロン秋桜

　場　所：真弓が丘集会所　

　開催日：毎週木曜日

　時　間：午前9時30分～11時30分

　　第46回常陸太田市社会福祉大会 開催のお知らせ  　　第46回常陸太田市社会福祉大会 開催のお知らせ  

［と　き］2月18日（火）　午後1時～
［ところ］交流センターふじ（高柿町272）
「内　容］●式　　典　社会福祉功労者への表彰･感謝状の贈呈
　　　　　●講 演 会　午後2時10分～
　　　　　　演題：ふくし講談「古きよき人情の温かさ」　講師：常陸太田大使　一龍斎  貞弥 氏

　どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。

 入場無料だよ。

みんな来てね！

全国からボランティアが駆けつけてくれました！全国からボランティアが駆けつけてくれました！

赤い羽根共同募金運動
じぶんの町を良くするしくみ。

台風19号による被害を受けられた皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

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…………………………………21,585円
阡縁会……………………………………………5,000円
ピュア内堀･宮本の会……………………………5,000円
常陸太田ライオンズクラブ第32回チャリティーゴルフ大会…100,000円
常陸太田市体育協会第14回ゴルフ大会……22,380円
愛幸会第2回チャリティーカラオケ歌謡祭…10,023円
前田敏武…………………………………………10,000円
吉澤節子………………………………………100,000円
高野廣子…………………………………………1,020円
助川忠泰…………………………………………10,000円
猿田なつ奈………………………………………3,000円
匿名（3件）………………………………14,655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

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】

松栄町会…………………………………………20,000円
社協賀美支部……………………………………5,000円

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(46kg)

　善意銀行9･10･11月分感謝のご報告　善意銀行9･10･11月分感謝のご報告

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、
スクエアステップあじさい会、卓球を楽しむ会、田渡清流クラブ、
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、
バニングクラブベストフレンド、社会福祉協議会太田支部ボラン
ティア、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」、茨城県久慈地区
保護司会、常陸太田市役所、(特養)松栄荘、(特養)西山苑、矢部動物
病院、やまぶきの湯、(株)ＪＡ常陸サービス、第一生命(株)太田
オフィス、嶋根司法書士事務所、(株)根本工務所、(株)岩瀬屋製作所、
鈴木鉄工(株)、(株)山忠、(株)デミック茨城支店、東光食品(株)常陸
太田工場、(株)エースプランニング、(有)中村屋商店、(有)井上商事、
(有)堀越、恵比寿屋商店、モタイ輪店、大和田時計本店、ひたち
花壇、好華、キコーナ太田店、白石康光、山崎義一、前田敏武、
田所美朗、小川眞基子、鈴木馨、小林むつ子、鈴木久子、遠藤忍、
沢畠真知子、菊池克代、菊池幸子、横山壽美子、豊田悦男、宇野
英夫、助川博、柴田幸子、、大内操、鹿志村勇夫、高野和子、軽部
隆子、永井二美子、大須賀文惠、大須賀克已、田中久美子、小室
久美子、菊池、匿名(7件)

　11月30日（土）総合福祉会館で「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、2,200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、澤田亮一先生（東京慈恵会医科大学附属病院助教）による特別講演会、磯山純氏（シンガーソング
ライター）のスペシャルステージ、地域福祉･ボランティアの活動発表と体験コーナー、模擬店、じょうづるさんと
じゃんけん大会など、笑顔あふれる一日となりました。

(株)エス･キャビネット／常陸農業協同組合／西金砂 湯けむりの郷 金砂の湯／(株)暁恒産 太田温泉 やまぶきの湯／(株)常陽銀行 太田支店／
(株)カスミ 常陸太田店／水戸ヤクルト販売(株)／いばらきコープ(生協)／(株)かわねや／金砂郷食品(株)／(株)筑波銀行 太田支店／
常陸太田郵便局／(株)水府振興公社 ふるさとセンター 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)アンダーツリー
東京 キコーナ太田店／茨城トヨタ自動車(株) 常陸太田店／(株)ハリカ 太田店･介護支援センター ハートランド／道の駅ひたちおおた／
コカ･コーラボトラーズジャパン(株)

～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～ （敬称略･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。

社会福祉に貢献された方々が顕彰されました社会福祉に貢献された方々が顕彰されました
　長年にわたり社会福祉に貢献された県内2,217個人･団体が顕彰されました。市内からは次の皆さまが
受賞されました。（「第69回茨城県社会福祉大会」は台風19号による災害のため中止になりました。）

茨城県知事表彰

【民生委員･児童委員】鈴木  一、野口謙治【社会福祉援護功労者】誉田健康体操教室、サロンおたがいさま、
手話サークル「サフラン」、常陸太田市更正保護女性の会、レク･ミュージック花音【社会福祉施設職員】及川
かほり【社会福祉団体関係者】豊田洋子【共同募金運動奉仕者】井坂  晴、菊池保裕

茨城県社会福祉協議会会長表彰

茨城県共同募金会会長表彰

【民生委員･児童委員】福田幸子、石井さち子【社会福祉協議会役員】豊田  一【社会福祉施設職員】河井
雅典、井坂瑞穂、冨田小百合【ボランティア】カ･プアナ二フラ･オハナ、豆の会、障がい者サポート
鯨「友 You 遊」、常陸太田防災士会

おめでとうございます（敬省略･順不同）

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、太田病院、
サン薬局、谷河原接骨院、道の駅さとみ、道の駅
ひたちおおた、水府物産センター、こめ工房、そば
工房、ぬく森の湯、竜っちゃん乃湯、金砂の湯、
やまぶきの湯、ファミリーストアてらしま、セイコー
マート水府中染店、かわねやフェスタ店、かわねや
木崎店、菓子のやまがた、なごみ家、百済、(特養)
西山苑、世矢の里、金砂郷カントリークラブ、常陸
セントラルゴルフ練習場、常陸太田市役所、生涯
学習センター、総合福祉会館、金砂郷保健センター

…………………………計　180,341円

【共同募金運動奉仕者】室井保二、大須賀克已、宇野英夫、黒羽一行

災害支援

幸久小学校PTA…………………………………20,685円
瑞竜中学校………………………………………31,089円
太田中学校生徒会………………………………58,857円
ガトーデイジー…………………………………15,000円
そば処･登喜和家………………………………50,000円
常陸太田民謡楽鵬会……………………………9,947円
中村演歌教室……………………………………23,337円
常陸太田ロータリークラブ……………………30,000円
大里赤城クラブ…………………………………37,100円
稲木町会…………………………………………4,242円
和久町会…………………………………………8,770円
中央ろうきん友の会常陸太田支部……………25,000円
常陸太田市更生保護女性の会…………………35,000円
常陸太田災害支援の会…………………………30,000円
NPO法人乳幼児保育園ミルク………………21,850円
常総市社会福祉協議会…………………………50,000円
道の駅ひたちおおた…………………………170,420円
第11回竹林コンサートin谷河原………………41,570円
和田清子………………………………………110,000円
羽石淳子…………………………………………5,000円
小川洋子…………………………………………20,000円
菊池保裕…………………………………………80,000円
松島きぬい………………………………………10,000円
市瀬節子…………………………………………39,591円
匿名（4件）……………………………………121,864円

【金　銭】

木崎保育園、うぐいすこども園、NPO法人災害支援団Gorilla、明石
魚住ライオンズクラブ、楠ライオンズクラブ、坂東青年会議所、竜ヶ崎
青年会議所、若狭青年会議所、常総市社会福祉協議会、金砂郷カントリー
クラブ、稲葉建設、尾西食品(株)、(株)ポテトかいつか、いばらき
コープ(生協)、齋藤松雄、黒羽洋、榊原和佳、吉田明仁、斎藤一、
角田陽子、匿名（1件）

【物　品】

ご協力ありがとうございました。

　健康･福祉まつり　健康･福祉まつり

常陸太田ライオンズクラブ
第32回チャリティゴルフ大会 様

常陸太田ライオンズクラブ
第32回チャリティゴルフ大会 様

常陸太田市体育協会
第14回ゴルフ大会 様
常陸太田市体育協会
第14回ゴルフ大会 様

第11回竹林コンサートin谷河原 様第11回竹林コンサートin谷河原 様

坂東青年会議所 様坂東青年会議所 様

尾西食品(株) 様尾西食品(株) 様

キコーナ 太田店 様キコーナ 太田店 様

道の駅ひたちおおた 様道の駅ひたちおおた 様

瑞竜中学校 様瑞竜中学校 様

中央ろうきん友の会
常陸太田支部 様

中央ろうきん友の会
常陸太田支部 様

常陸太田ロータリークラブ 様常陸太田ロータリークラブ 様常陸太田市
更生保護女性の会 様

常陸太田市
更生保護女性の会 様

太田中学校生徒会 様太田中学校生徒会 様

楽しい体験ができました。楽しい体験ができました。

どんな景品が

当たったのかな？

どんな景品が

当たったのかな？

わくわく体験わくわく体験クイズラリークイズラリー

売り切れ続出！

大盛況。

売り切れ続出！

大盛況。

模擬店模擬店

高校生・大学生

ボランティア

も大活躍！

高校生・大学生

ボランティア

も大活躍！

特別講演会特別講演会

満席になりました。満席になりました。

スペシャルステージスペシャルステージ

甘い歌声で

会場を魅了して

くれました。

甘い歌声で

会場を魅了して

くれました。

シンガーソングライター

磯山純 氏
シンガーソングライター

磯山純 氏

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 ○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

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、そしてお食事、ショッピングなどで心身共に
リフレッシュしませんか？

［と　き］2月19日（水）［ところ］スパ＆ゴルフリゾート久慈

［内　容］『 賢い消費者になるために 』

［対象者］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！

“オレンジカフェ やすらぎ”にようこそ！“オレンジカフェ やすらぎ”にようこそ！

〈お問合せ〉 おとしより生活相談センター
　　　　　　（常陸太田市地域包括支援センター）
　　　　　　  総合福祉会館内（稲木町33）　☎72-8881

　　　　　　　　　　　

　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。不安や悩みを抱え込まないで、気軽に相談や息抜きをして

みませんか？　皆さまのお越しをお待ちしております。

［と　き］3月19日（木）午後1時30分～3時30分

［ところ］生涯学習センター（中城町3280）

［対象者］市内在住の認知症の方とそのご家族や支援者

［参加費］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。

　7月18日　こけ玉作りの様子

★医師の講話やハンドベル演奏などを行った
　回もあります。

福 祉 バ ザ ー を 開 催 し ま し た福 祉 バ ザ ー を 開 催 し ま し た
　11月2日(土）、さとみ秋の味覚祭で福祉バザーを開催しました。

　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。

ご協力品 益　金 ★福祉バザーの益金は、社協
　各支部で行うさまざまな
　事業に活用されます。

ほのぼのおおたほのぼのおおた

〈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

　　　　　　

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
活動費がもらえます！

協力会員（有償ボランティア）協力会員（有償ボランティア）

《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

《交通費》１回200円

市内にお住まいの方
資格は問いません

ゴミ出しゴミ出し 買い物支援買い物支援 外出･病院の付添外出･病院の付添

家事援助家事援助 話し相手話し相手

▼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！▼

薬の受取薬の受取

家事援助(食事･洗濯･掃除など）

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可能
ですので、お気軽にお問合せください。

子どもの一時預かり

大･大募集！！大･大募集！！
明るく･楽しく･はつらつと活動できる方
お待ちしております！

介護予防講座の様子

　台風の影響で中止になった常陸太田地区福祉バザーの品物は、来年度販売
します。なお、食料品は11月30日（土）の健康･福祉まつりで販売しました。

209,660 円1,398 点

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



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、そしてお食事、ショッピングなどで心身共に
リフレッシュしませんか？

［と　き］2月19日（水）［ところ］スパ＆ゴルフリゾート久慈

［内　容］『 賢い消費者になるために 』

［対象者］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！

“オレンジカフェ やすらぎ”にようこそ！“オレンジカフェ やすらぎ”にようこそ！

〈お問合せ〉 おとしより生活相談センター
　　　　　　（常陸太田市地域包括支援センター）
　　　　　　  総合福祉会館内（稲木町33）　☎72-8881

　　　　　　　　　　　

　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。不安や悩みを抱え込まないで、気軽に相談や息抜きをして

みませんか？　皆さまのお越しをお待ちしております。

［と　き］3月19日（木）午後1時30分～3時30分

［ところ］生涯学習センター（中城町3280）

［対象者］市内在住の認知症の方とそのご家族や支援者

［参加費］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。

　7月18日　こけ玉作りの様子

★医師の講話やハンドベル演奏などを行った
　回もあります。

福 祉 バ ザ ー を 開 催 し ま し た福 祉 バ ザ ー を 開 催 し ま し た
　11月2日(土）、さとみ秋の味覚祭で福祉バザーを開催しました。

　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。

ご協力品 益　金 ★福祉バザーの益金は、社協
　各支部で行うさまざまな
　事業に活用されます。

ほのぼのおおたほのぼのおおた

〈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

　　　　　　

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
活動費がもらえます！

協力会員（有償ボランティア）協力会員（有償ボランティア）

《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

《交通費》１回200円

市内にお住まいの方
資格は問いません

ゴミ出しゴミ出し 買い物支援買い物支援 外出･病院の付添外出･病院の付添

家事援助家事援助 話し相手話し相手

▼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！▼

薬の受取薬の受取

家事援助(食事･洗濯･掃除など）

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可能
ですので、お気軽にお問合せください。

子どもの一時預かり

大･大募集！！大･大募集！！
明るく･楽しく･はつらつと活動できる方
お待ちしております！

介護予防講座の様子

　台風の影響で中止になった常陸太田地区福祉バザーの品物は、来年度販売
します。なお、食料品は11月30日（土）の健康･福祉まつりで販売しました。

209,660 円1,398 点

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



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！

　毎月１回を原則として、第１月曜日に、いきいき･ふれあいサロンを開いています。シルバーリハビリ体操
とミュージックケアを約1時間、その後は会員が話し合った計画により、グランドゴルフや健康教室、室内
ゲーム、料理、小学生との交流会などの楽しい時間を過ごしています。10月は、リンゴ狩りと県植物園に
出かけました。数種類のリンゴや刺身コンニャク、漬物などを試食し、お腹もお土産も笑顔もいっぱいになり
ました。サロンにご興味のある方は、一度見学にいらしてみませんか？

　ふれあいサロンを6月に2回、10月に2回実施し、各回50～55名が参加しました。
　10月の内容は、簡単な体操の後、お楽しみショーとして、太田警察署員による腹話術での詐欺防止のお話
でした。身にかかる事なので皆、真剣に聞き入っていました。昼食は、季節もののきのこの混ぜご飯が炊き
上がり、皆で美味しく頂きました。午後は、魚釣りゲームをし、昔に返り25～30尾も釣り上げる人もいて、
一日を楽しく盛大に終わる事ができました。これもひとえに、関係者の皆さまのご支援の賜物と、心より感謝
しております。

　各地区（誉田中央･瑞竜･大門）で夏祭り、納涼パーティー、軽スポーツ、ヒガンバナ栽培、観賞会など小さな
コミュニティで充実した地道な活動をしています。また、障がい者、保育園、小学生等との交流会も20年
以上毎年続けています。毎年実施している料理教室もさらに充実させるため、「ほまれサロン会」に名称を変えて
年6回実施する予定です。

　9月29日（日）、かなさ笑学校で「高齢者交流大会」を開催しました。
　昨年まではクロッケー大会を行っていましたが、人員確保が困難なため今年からグラウンドゴルフを取り
入れました。グラウンドゴルフは何人からでも競技ができるため、人員確保の問題が解消されました。
　大会は65歳以上の方が約40名参加し、盛会に終わりました。
　今まで参加できなかった方とも交流ができたので、日頃からお付合いすることは、「助け合いの心」を醸成し、
緊急時･災害発生時には「信頼関係」や「絆」となり、一緒に行動し「共生」することにつながると、大会を通じて
感じました。

●世矢支部　「 いきいき･ふれあいサロン 」 支部長　川又　善行

●太田支部　「 ふれあいサロン 」 支部長　石井　勝三

●誉田支部　「 強めよう　地域の絆 」 支部長　桐原　　弘

「  社 協 支 部 連 絡 会  」
　9月24日（火）･25日（水）里美ふれあい館で社協支部連絡会を開催

しました。グループワークの講師に長谷川幸介先生、外岡仁先生を

お招きし、また茨城県社協の方のお話を聞き、各支部の取組みなどを

発表しあい情報交換を行いました。

●金砂支部　「 親睦が深まった高齢者交流大会 」 支部長　名田部　久

●高倉支部　「 牛久大仏様見学 」 支部長　井上　久夫

　10月9日（水）、16日（水）の2回に分けて

お出かけサロンとして牛久の大仏様に見学に

行ってきました。両日とも、とても良い天気

で、車内も会話が弾み、楽しい時間を過ごす

ことができました。

　園内はコスモスが咲き乱れ、その中に立つ

120ｍの大仏様は圧倒的であり、荘厳な感じ

がいたしました。

　体内巡り、お猿のステージ、仲見世での

買い物と、たいへん満足な一日となりました。

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 ○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

ヒガンバナ保存会ヒガンバナ保存会 大門地区植物観察会大門地区植物観察会 瑞龍町夏祭り瑞龍町夏祭り

⑸ ⑷

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！

　毎月１回を原則として、第１月曜日に、いきいき･ふれあいサロンを開いています。シルバーリハビリ体操
とミュージックケアを約1時間、その後は会員が話し合った計画により、グランドゴルフや健康教室、室内
ゲーム、料理、小学生との交流会などの楽しい時間を過ごしています。10月は、リンゴ狩りと県植物園に
出かけました。数種類のリンゴや刺身コンニャク、漬物などを試食し、お腹もお土産も笑顔もいっぱいになり
ました。サロンにご興味のある方は、一度見学にいらしてみませんか？

　ふれあいサロンを6月に2回、10月に2回実施し、各回50～55名が参加しました。
　10月の内容は、簡単な体操の後、お楽しみショーとして、太田警察署員による腹話術での詐欺防止のお話
でした。身にかかる事なので皆、真剣に聞き入っていました。昼食は、季節もののきのこの混ぜご飯が炊き
上がり、皆で美味しく頂きました。午後は、魚釣りゲームをし、昔に返り25～30尾も釣り上げる人もいて、
一日を楽しく盛大に終わる事ができました。これもひとえに、関係者の皆さまのご支援の賜物と、心より感謝
しております。

　各地区（誉田中央･瑞竜･大門）で夏祭り、納涼パーティー、軽スポーツ、ヒガンバナ栽培、観賞会など小さな
コミュニティで充実した地道な活動をしています。また、障がい者、保育園、小学生等との交流会も20年
以上毎年続けています。毎年実施している料理教室もさらに充実させるため、「ほまれサロン会」に名称を変えて
年6回実施する予定です。

　9月29日（日）、かなさ笑学校で「高齢者交流大会」を開催しました。
　昨年まではクロッケー大会を行っていましたが、人員確保が困難なため今年からグラウンドゴルフを取り
入れました。グラウンドゴルフは何人からでも競技ができるため、人員確保の問題が解消されました。
　大会は65歳以上の方が約40名参加し、盛会に終わりました。
　今まで参加できなかった方とも交流ができたので、日頃からお付合いすることは、「助け合いの心」を醸成し、
緊急時･災害発生時には「信頼関係」や「絆」となり、一緒に行動し「共生」することにつながると、大会を通じて
感じました。

●世矢支部　「 いきいき･ふれあいサロン 」 支部長　川又　善行

●太田支部　「 ふれあいサロン 」 支部長　石井　勝三

●誉田支部　「 強めよう　地域の絆 」 支部長　桐原　　弘

「  社 協 支 部 連 絡 会  」
　9月24日（火）･25日（水）里美ふれあい館で社協支部連絡会を開催

しました。グループワークの講師に長谷川幸介先生、外岡仁先生を

お招きし、また茨城県社協の方のお話を聞き、各支部の取組みなどを

発表しあい情報交換を行いました。

●金砂支部　「 親睦が深まった高齢者交流大会 」 支部長　名田部　久

●高倉支部　「 牛久大仏様見学 」 支部長　井上　久夫

　10月9日（水）、16日（水）の2回に分けて

お出かけサロンとして牛久の大仏様に見学に

行ってきました。両日とも、とても良い天気

で、車内も会話が弾み、楽しい時間を過ごす

ことができました。

　園内はコスモスが咲き乱れ、その中に立つ

120ｍの大仏様は圧倒的であり、荘厳な感じ

がいたしました。

　体内巡り、お猿のステージ、仲見世での

買い物と、たいへん満足な一日となりました。

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 ○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

ヒガンバナ保存会ヒガンバナ保存会 大門地区植物観察会大門地区植物観察会 瑞龍町夏祭り瑞龍町夏祭り
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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！

　毎月１回を原則として、第１月曜日に、いきいき･ふれあいサロンを開いています。シルバーリハビリ体操
とミュージックケアを約1時間、その後は会員が話し合った計画により、グランドゴルフや健康教室、室内
ゲーム、料理、小学生との交流会などの楽しい時間を過ごしています。10月は、リンゴ狩りと県植物園に
出かけました。数種類のリンゴや刺身コンニャク、漬物などを試食し、お腹もお土産も笑顔もいっぱいになり
ました。サロンにご興味のある方は、一度見学にいらしてみませんか？

　ふれあいサロンを6月に2回、10月に2回実施し、各回50～55名が参加しました。
　10月の内容は、簡単な体操の後、お楽しみショーとして、太田警察署員による腹話術での詐欺防止のお話
でした。身にかかる事なので皆、真剣に聞き入っていました。昼食は、季節もののきのこの混ぜご飯が炊き
上がり、皆で美味しく頂きました。午後は、魚釣りゲームをし、昔に返り25～30尾も釣り上げる人もいて、
一日を楽しく盛大に終わる事ができました。これもひとえに、関係者の皆さまのご支援の賜物と、心より感謝
しております。

　各地区（誉田中央･瑞竜･大門）で夏祭り、納涼パーティー、軽スポーツ、ヒガンバナ栽培、観賞会など小さな
コミュニティで充実した地道な活動をしています。また、障がい者、保育園、小学生等との交流会も20年
以上毎年続けています。毎年実施している料理教室もさらに充実させるため、「ほまれサロン会」に名称を変えて
年6回実施する予定です。

　9月29日（日）、かなさ笑学校で「高齢者交流大会」を開催しました。
　昨年まではクロッケー大会を行っていましたが、人員確保が困難なため今年からグラウンドゴルフを取り
入れました。グラウンドゴルフは何人からでも競技ができるため、人員確保の問題が解消されました。
　大会は65歳以上の方が約40名参加し、盛会に終わりました。
　今まで参加できなかった方とも交流ができたので、日頃からお付合いすることは、「助け合いの心」を醸成し、
緊急時･災害発生時には「信頼関係」や「絆」となり、一緒に行動し「共生」することにつながると、大会を通じて
感じました。

●世矢支部　「 いきいき･ふれあいサロン 」 支部長　川又　善行

●太田支部　「 ふれあいサロン 」 支部長　石井　勝三

●誉田支部　「 強めよう　地域の絆 」 支部長　桐原　　弘

「  社 協 支 部 連 絡 会  」
　9月24日（火）･25日（水）里美ふれあい館で社協支部連絡会を開催

しました。グループワークの講師に長谷川幸介先生、外岡仁先生を

お招きし、また茨城県社協の方のお話を聞き、各支部の取組みなどを

発表しあい情報交換を行いました。

●金砂支部　「 親睦が深まった高齢者交流大会 」 支部長　名田部　久

●高倉支部　「 牛久大仏様見学 」 支部長　井上　久夫

　10月9日（水）、16日（水）の2回に分けて

お出かけサロンとして牛久の大仏様に見学に

行ってきました。両日とも、とても良い天気

で、車内も会話が弾み、楽しい時間を過ごす

ことができました。

　園内はコスモスが咲き乱れ、その中に立つ

120ｍの大仏様は圧倒的であり、荘厳な感じ

がいたしました。

　体内巡り、お猿のステージ、仲見世での

買い物と、たいへん満足な一日となりました。

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 ○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

ヒガンバナ保存会ヒガンバナ保存会 大門地区植物観察会大門地区植物観察会 瑞龍町夏祭り瑞龍町夏祭り
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（株）三友製作所…………………………………21,585円
阡縁会……………………………………………5,000円
ピュア内堀･宮本の会……………………………5,000円
常陸太田ライオンズクラブ第32回チャリティーゴルフ大会…100,000円
常陸太田市体育協会第14回ゴルフ大会……22,380円
愛幸会第2回チャリティーカラオケ歌謡祭…10,023円
前田敏武…………………………………………10,000円
吉澤節子………………………………………100,000円
高野廣子…………………………………………1,020円
助川忠泰…………………………………………10,000円
猿田なつ奈………………………………………3,000円
匿名（3件）………………………………14,655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

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】

松栄町会…………………………………………20,000円
社協賀美支部……………………………………5,000円

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(46kg)

　善意銀行9･10･11月分感謝のご報告　善意銀行9･10･11月分感謝のご報告

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、
スクエアステップあじさい会、卓球を楽しむ会、田渡清流クラブ、
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、
バニングクラブベストフレンド、社会福祉協議会太田支部ボラン
ティア、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」、茨城県久慈地区
保護司会、常陸太田市役所、(特養)松栄荘、(特養)西山苑、矢部動物
病院、やまぶきの湯、(株)ＪＡ常陸サービス、第一生命(株)太田
オフィス、嶋根司法書士事務所、(株)根本工務所、(株)岩瀬屋製作所、
鈴木鉄工(株)、(株)山忠、(株)デミック茨城支店、東光食品(株)常陸
太田工場、(株)エースプランニング、(有)中村屋商店、(有)井上商事、
(有)堀越、恵比寿屋商店、モタイ輪店、大和田時計本店、ひたち
花壇、好華、キコーナ太田店、白石康光、山崎義一、前田敏武、
田所美朗、小川眞基子、鈴木馨、小林むつ子、鈴木久子、遠藤忍、
沢畠真知子、菊池克代、菊池幸子、横山壽美子、豊田悦男、宇野
英夫、助川博、柴田幸子、、大内操、鹿志村勇夫、高野和子、軽部
隆子、永井二美子、大須賀文惠、大須賀克已、田中久美子、小室
久美子、菊池、匿名(7件)

　11月30日（土）総合福祉会館で「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、2,200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、澤田亮一先生（東京慈恵会医科大学附属病院助教）による特別講演会、磯山純氏（シンガーソング
ライター）のスペシャルステージ、地域福祉･ボランティアの活動発表と体験コーナー、模擬店、じょうづるさんと
じゃんけん大会など、笑顔あふれる一日となりました。

(株)エス･キャビネット／常陸農業協同組合／西金砂 湯けむりの郷 金砂の湯／(株)暁恒産 太田温泉 やまぶきの湯／(株)常陽銀行 太田支店／
(株)カスミ 常陸太田店／水戸ヤクルト販売(株)／いばらきコープ(生協)／(株)かわねや／金砂郷食品(株)／(株)筑波銀行 太田支店／
常陸太田郵便局／(株)水府振興公社 ふるさとセンター 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)アンダーツリー
東京 キコーナ太田店／茨城トヨタ自動車(株) 常陸太田店／(株)ハリカ 太田店･介護支援センター ハートランド／道の駅ひたちおおた／
コカ･コーラボトラーズジャパン(株)

～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～ （敬称略･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。

社会福祉に貢献された方々が顕彰されました社会福祉に貢献された方々が顕彰されました
　長年にわたり社会福祉に貢献された県内2,217個人･団体が顕彰されました。市内からは次の皆さまが
受賞されました。（「第69回茨城県社会福祉大会」は台風19号による災害のため中止になりました。）

茨城県知事表彰

【民生委員･児童委員】鈴木  一、野口謙治【社会福祉援護功労者】誉田健康体操教室、サロンおたがいさま、
手話サークル「サフラン」、常陸太田市更正保護女性の会、レク･ミュージック花音【社会福祉施設職員】及川
かほり【社会福祉団体関係者】豊田洋子【共同募金運動奉仕者】井坂  晴、菊池保裕

茨城県社会福祉協議会会長表彰

茨城県共同募金会会長表彰

【民生委員･児童委員】福田幸子、石井さち子【社会福祉協議会役員】豊田  一【社会福祉施設職員】河井
雅典、井坂瑞穂、冨田小百合【ボランティア】カ･プアナ二フラ･オハナ、豆の会、障がい者サポート
鯨「友 You 遊」、常陸太田防災士会

おめでとうございます（敬省略･順不同）

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、太田病院、
サン薬局、谷河原接骨院、道の駅さとみ、道の駅
ひたちおおた、水府物産センター、こめ工房、そば
工房、ぬく森の湯、竜っちゃん乃湯、金砂の湯、
やまぶきの湯、ファミリーストアてらしま、セイコー
マート水府中染店、かわねやフェスタ店、かわねや
木崎店、菓子のやまがた、なごみ家、百済、(特養)
西山苑、世矢の里、金砂郷カントリークラブ、常陸
セントラルゴルフ練習場、常陸太田市役所、生涯
学習センター、総合福祉会館、金砂郷保健センター

…………………………計　180,341円

【共同募金運動奉仕者】室井保二、大須賀克已、宇野英夫、黒羽一行

災害支援

幸久小学校PTA…………………………………20,685円
瑞竜中学校………………………………………31,089円
太田中学校生徒会………………………………58,857円
ガトーデイジー…………………………………15,000円
そば処･登喜和家………………………………50,000円
常陸太田民謡楽鵬会……………………………9,947円
中村演歌教室……………………………………23,337円
常陸太田ロータリークラブ……………………30,000円
大里赤城クラブ…………………………………37,100円
稲木町会…………………………………………4,242円
和久町会…………………………………………8,770円
中央ろうきん友の会常陸太田支部……………25,000円
常陸太田市更生保護女性の会…………………35,000円
常陸太田災害支援の会…………………………30,000円
NPO法人乳幼児保育園ミルク………………21,850円
常総市社会福祉協議会…………………………50,000円
道の駅ひたちおおた…………………………170,420円
第11回竹林コンサートin谷河原………………41,570円
和田清子………………………………………110,000円
羽石淳子…………………………………………5,000円
小川洋子…………………………………………20,000円
菊池保裕…………………………………………80,000円
松島きぬい………………………………………10,000円
市瀬節子…………………………………………39,591円
匿名（4件）……………………………………121,864円

【金　銭】

木崎保育園、うぐいすこども園、NPO法人災害支援団Gorilla、明石
魚住ライオンズクラブ、楠ライオンズクラブ、坂東青年会議所、竜ヶ崎
青年会議所、若狭青年会議所、常総市社会福祉協議会、金砂郷カントリー
クラブ、稲葉建設、尾西食品(株)、(株)ポテトかいつか、いばらき
コープ(生協)、齋藤松雄、黒羽洋、榊原和佳、吉田明仁、斎藤一、
角田陽子、匿名（1件）

【物　品】

ご協力ありがとうございました。

　健康･福祉まつり　健康･福祉まつり

常陸太田ライオンズクラブ
第32回チャリティゴルフ大会 様

常陸太田ライオンズクラブ
第32回チャリティゴルフ大会 様

常陸太田市体育協会
第14回ゴルフ大会 様
常陸太田市体育協会
第14回ゴルフ大会 様

第11回竹林コンサートin谷河原 様第11回竹林コンサートin谷河原 様

坂東青年会議所 様坂東青年会議所 様

尾西食品(株) 様尾西食品(株) 様

キコーナ 太田店 様キコーナ 太田店 様

道の駅ひたちおおた 様道の駅ひたちおおた 様

瑞竜中学校 様瑞竜中学校 様

中央ろうきん友の会
常陸太田支部 様

中央ろうきん友の会
常陸太田支部 様

常陸太田ロータリークラブ 様常陸太田ロータリークラブ 様常陸太田市
更生保護女性の会 様

常陸太田市
更生保護女性の会 様

太田中学校生徒会 様太田中学校生徒会 様

楽しい体験ができました。楽しい体験ができました。

どんな景品が

当たったのかな？

どんな景品が

当たったのかな？

わくわく体験わくわく体験クイズラリークイズラリー

売り切れ続出！

大盛況。

売り切れ続出！

大盛況。

模擬店模擬店

高校生・大学生

ボランティア

も大活躍！

高校生・大学生

ボランティア

も大活躍！

特別講演会特別講演会

満席になりました。満席になりました。

スペシャルステージスペシャルステージ

甘い歌声で

会場を魅了して

くれました。

甘い歌声で

会場を魅了して

くれました。

シンガーソングライター

磯山純 氏
シンガーソングライター

磯山純 氏

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 ○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

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、そしてお食事、ショッピングなどで心身共に
リフレッシュしませんか？

［と　き］2月19日（水）［ところ］スパ＆ゴルフリゾート久慈

［内　容］『 賢い消費者になるために 』

［対象者］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！

“オレンジカフェ やすらぎ”にようこそ！“オレンジカフェ やすらぎ”にようこそ！

〈お問合せ〉 おとしより生活相談センター
　　　　　　（常陸太田市地域包括支援センター）
　　　　　　  総合福祉会館内（稲木町33）　☎72-8881

　　　　　　　　　　　

　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。不安や悩みを抱え込まないで、気軽に相談や息抜きをして

みませんか？　皆さまのお越しをお待ちしております。

［と　き］3月19日（木）午後1時30分～3時30分

［ところ］生涯学習センター（中城町3280）

［対象者］市内在住の認知症の方とそのご家族や支援者

［参加費］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。

　7月18日　こけ玉作りの様子

★医師の講話やハンドベル演奏などを行った
　回もあります。

福 祉 バ ザ ー を 開 催 し ま し た福 祉 バ ザ ー を 開 催 し ま し た
　11月2日(土）、さとみ秋の味覚祭で福祉バザーを開催しました。

　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。

ご協力品 益　金 ★福祉バザーの益金は、社協
　各支部で行うさまざまな
　事業に活用されます。

ほのぼのおおたほのぼのおおた

〈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

　　　　　　

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
活動費がもらえます！

協力会員（有償ボランティア）協力会員（有償ボランティア）

《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

《交通費》１回200円

市内にお住まいの方
資格は問いません

ゴミ出しゴミ出し 買い物支援買い物支援 外出･病院の付添外出･病院の付添

家事援助家事援助 話し相手話し相手

▼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！▼

薬の受取薬の受取

家事援助(食事･洗濯･掃除など）

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可能
ですので、お気軽にお問合せください。

子どもの一時預かり

大･大募集！！大･大募集！！
明るく･楽しく･はつらつと活動できる方
お待ちしております！

介護予防講座の様子

　台風の影響で中止になった常陸太田地区福祉バザーの品物は、来年度販売
します。なお、食料品は11月30日（土）の健康･福祉まつりで販売しました。

209,660 円1,398 点

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…………………………………21,585円
阡縁会……………………………………………5,000円
ピュア内堀･宮本の会……………………………5,000円
常陸太田ライオンズクラブ第32回チャリティーゴルフ大会…100,000円
常陸太田市体育協会第14回ゴルフ大会……22,380円
愛幸会第2回チャリティーカラオケ歌謡祭…10,023円
前田敏武…………………………………………10,000円
吉澤節子………………………………………100,000円
高野廣子…………………………………………1,020円
助川忠泰…………………………………………10,000円
猿田なつ奈………………………………………3,000円
匿名（3件）………………………………14,655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

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】

松栄町会…………………………………………20,000円
社協賀美支部……………………………………5,000円

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(46kg)

　善意銀行9･10･11月分感謝のご報告　善意銀行9･10･11月分感謝のご報告

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、
スクエアステップあじさい会、卓球を楽しむ会、田渡清流クラブ、
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、
バニングクラブベストフレンド、社会福祉協議会太田支部ボラン
ティア、おもちゃ図書館ボランティア「えがお」、茨城県久慈地区
保護司会、常陸太田市役所、(特養)松栄荘、(特養)西山苑、矢部動物
病院、やまぶきの湯、(株)ＪＡ常陸サービス、第一生命(株)太田
オフィス、嶋根司法書士事務所、(株)根本工務所、(株)岩瀬屋製作所、
鈴木鉄工(株)、(株)山忠、(株)デミック茨城支店、東光食品(株)常陸
太田工場、(株)エースプランニング、(有)中村屋商店、(有)井上商事、
(有)堀越、恵比寿屋商店、モタイ輪店、大和田時計本店、ひたち
花壇、好華、キコーナ太田店、白石康光、山崎義一、前田敏武、
田所美朗、小川眞基子、鈴木馨、小林むつ子、鈴木久子、遠藤忍、
沢畠真知子、菊池克代、菊池幸子、横山壽美子、豊田悦男、宇野
英夫、助川博、柴田幸子、、大内操、鹿志村勇夫、高野和子、軽部
隆子、永井二美子、大須賀文惠、大須賀克已、田中久美子、小室
久美子、菊池、匿名(7件)

　11月30日（土）総合福祉会館で「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、2,200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、澤田亮一先生（東京慈恵会医科大学附属病院助教）による特別講演会、磯山純氏（シンガーソング
ライター）のスペシャルステージ、地域福祉･ボランティアの活動発表と体験コーナー、模擬店、じょうづるさんと
じゃんけん大会など、笑顔あふれる一日となりました。

(株)エス･キャビネット／常陸農業協同組合／西金砂 湯けむりの郷 金砂の湯／(株)暁恒産 太田温泉 やまぶきの湯／(株)常陽銀行 太田支店／
(株)カスミ 常陸太田店／水戸ヤクルト販売(株)／いばらきコープ(生協)／(株)かわねや／金砂郷食品(株)／(株)筑波銀行 太田支店／
常陸太田郵便局／(株)水府振興公社 ふるさとセンター 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)アンダーツリー
東京 キコーナ太田店／茨城トヨタ自動車(株) 常陸太田店／(株)ハリカ 太田店･介護支援センター ハートランド／道の駅ひたちおおた／
コカ･コーラボトラーズジャパン(株)

～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～ （敬称略･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。

社会福祉に貢献された方々が顕彰されました社会福祉に貢献された方々が顕彰されました
　長年にわたり社会福祉に貢献された県内2,217個人･団体が顕彰されました。市内からは次の皆さまが
受賞されました。（「第69回茨城県社会福祉大会」は台風19号による災害のため中止になりました。）

茨城県知事表彰

【民生委員･児童委員】鈴木  一、野口謙治【社会福祉援護功労者】誉田健康体操教室、サロンおたがいさま、
手話サークル「サフラン」、常陸太田市更正保護女性の会、レク･ミュージック花音【社会福祉施設職員】及川
かほり【社会福祉団体関係者】豊田洋子【共同募金運動奉仕者】井坂  晴、菊池保裕

茨城県社会福祉協議会会長表彰

茨城県共同募金会会長表彰

【民生委員･児童委員】福田幸子、石井さち子【社会福祉協議会役員】豊田  一【社会福祉施設職員】河井
雅典、井坂瑞穂、冨田小百合【ボランティア】カ･プアナ二フラ･オハナ、豆の会、障がい者サポート
鯨「友 You 遊」、常陸太田防災士会

おめでとうございます（敬省略･順不同）

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、太田病院、
サン薬局、谷河原接骨院、道の駅さとみ、道の駅
ひたちおおた、水府物産センター、こめ工房、そば
工房、ぬく森の湯、竜っちゃん乃湯、金砂の湯、
やまぶきの湯、ファミリーストアてらしま、セイコー
マート水府中染店、かわねやフェスタ店、かわねや
木崎店、菓子のやまがた、なごみ家、百済、(特養)
西山苑、世矢の里、金砂郷カントリークラブ、常陸
セントラルゴルフ練習場、常陸太田市役所、生涯
学習センター、総合福祉会館、金砂郷保健センター

…………………………計　180,341円

【共同募金運動奉仕者】室井保二、大須賀克已、宇野英夫、黒羽一行

災害支援

幸久小学校PTA…………………………………20,685円
瑞竜中学校………………………………………31,089円
太田中学校生徒会………………………………58,857円
ガトーデイジー…………………………………15,000円
そば処･登喜和家………………………………50,000円
常陸太田民謡楽鵬会……………………………9,947円
中村演歌教室……………………………………23,337円
常陸太田ロータリークラブ……………………30,000円
大里赤城クラブ…………………………………37,100円
稲木町会…………………………………………4,242円
和久町会…………………………………………8,770円
中央ろうきん友の会常陸太田支部……………25,000円
常陸太田市更生保護女性の会…………………35,000円
常陸太田災害支援の会…………………………30,000円
NPO法人乳幼児保育園ミルク………………21,850円
常総市社会福祉協議会…………………………50,000円
道の駅ひたちおおた…………………………170,420円
第11回竹林コンサートin谷河原………………41,570円
和田清子………………………………………110,000円
羽石淳子…………………………………………5,000円
小川洋子…………………………………………20,000円
菊池保裕…………………………………………80,000円
松島きぬい………………………………………10,000円
市瀬節子…………………………………………39,591円
匿名（4件）……………………………………121,864円

【金　銭】

木崎保育園、うぐいすこども園、NPO法人災害支援団Gorilla、明石
魚住ライオンズクラブ、楠ライオンズクラブ、坂東青年会議所、竜ヶ崎
青年会議所、若狭青年会議所、常総市社会福祉協議会、金砂郷カントリー
クラブ、稲葉建設、尾西食品(株)、(株)ポテトかいつか、いばらき
コープ(生協)、齋藤松雄、黒羽洋、榊原和佳、吉田明仁、斎藤一、
角田陽子、匿名（1件）

【物　品】

ご協力ありがとうございました。

　健康･福祉まつり　健康･福祉まつり

常陸太田ライオンズクラブ
第32回チャリティゴルフ大会 様

常陸太田ライオンズクラブ
第32回チャリティゴルフ大会 様

常陸太田市体育協会
第14回ゴルフ大会 様
常陸太田市体育協会
第14回ゴルフ大会 様

第11回竹林コンサートin谷河原 様第11回竹林コンサートin谷河原 様

坂東青年会議所 様坂東青年会議所 様

尾西食品(株) 様尾西食品(株) 様

キコーナ 太田店 様キコーナ 太田店 様

道の駅ひたちおおた 様道の駅ひたちおおた 様

瑞竜中学校 様瑞竜中学校 様

中央ろうきん友の会
常陸太田支部 様

中央ろうきん友の会
常陸太田支部 様

常陸太田ロータリークラブ 様常陸太田ロータリークラブ 様常陸太田市
更生保護女性の会 様

常陸太田市
更生保護女性の会 様

太田中学校生徒会 様太田中学校生徒会 様

楽しい体験ができました。楽しい体験ができました。

どんな景品が

当たったのかな？

どんな景品が

当たったのかな？

わくわく体験わくわく体験クイズラリークイズラリー

売り切れ続出！

大盛況。

売り切れ続出！

大盛況。

模擬店模擬店

高校生・大学生

ボランティア

も大活躍！

高校生・大学生

ボランティア

も大活躍！

特別講演会特別講演会

満席になりました。満席になりました。

スペシャルステージスペシャルステージ

甘い歌声で

会場を魅了して

くれました。

甘い歌声で

会場を魅了して

くれました。

シンガーソングライター

磯山純 氏
シンガーソングライター

磯山純 氏

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 ○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



　　　　 ふれあい・いきいきサロンにおじゃましました！

わらわら
　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。

　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。　
　道の駅ひたちおおたや市内各店舗などで
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、街頭募金活動を行いました。

　このたびの台風19号の災害に際し、社協では10月15日（火）から11月8日（金）まで25日間にわたり市役所金砂郷
支所内に常陸太田市災害ボランティアセンターを開設し、被災された皆さまへの相談対応及びボランティアの
派遣･調整等を行いました。
　災害ボランティアセンターでは、この間、県内外から参加された延べ 2,000名を超えるボランティアの皆さま
にご協力をいただき、泥出しやごみの撤去、生活再建に向けた支援など、約150件の支援を行いました。
　改めまして、ボランティアの皆さま、関係機関の皆さまに、心から感謝を申し上げます。
　引き続きボランティア･市民活動センター内に、「被災者支援相談窓口」を設置し、今回被災された方からの
ボランティアの依頼や相談を受け付けています。

○電話番号：87-7474　○FAX番号：72-5449　○受付時間：午前9時～午後4時（平日のみ）

人
が
つ
な
い
だ

災
害
支
援

▶真弓が丘クラブサロン秋桜

　場　所：真弓が丘集会所　

　開催日：毎週木曜日

　時　間：午前9時30分～11時30分

　　第46回常陸太田市社会福祉大会 開催のお知らせ  　　第46回常陸太田市社会福祉大会 開催のお知らせ  

［と　き］2月18日（火）　午後1時～
［ところ］交流センターふじ（高柿町272）
「内　容］●式　　典　社会福祉功労者への表彰･感謝状の贈呈
　　　　　●講 演 会　午後2時10分～
　　　　　　演題：ふくし講談「古きよき人情の温かさ」　講師：常陸太田大使　一龍斎  貞弥 氏

　どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。

 入場無料だよ。

みんな来てね！

全国からボランティアが駆けつけてくれました！全国からボランティアが駆けつけてくれました！

赤い羽根共同募金運動
じぶんの町を良くするしくみ。

台風19号による被害を受けられた皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

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～」


