
　新型コロナウイルスの感染が全世界に広がり，日本国内でも４月には「緊急事態宣言」
が発出され，不要不急の外出や県外への移動の自粛，事業活動の休業要請が行われる
など，令和２年度は，その影響を大きく受けてのスタートとなりました。
　この間，私ども社会福祉協議会では，多くの会議や事業・活動を中止・延期・縮小す
ることとなり，大切な取り組みである「地域での見守り」や「支え合い」の活動ができ
ない状況が続きましたが，そのような中でも，市内の多くのボランティア団体や福祉事

業所の皆さまのご協力による「小・中学生に手作りマスクを届ける活動」
や，手紙や電話などによる「高齢者等の安否確認」を
行うなど，感染防止対策下で可能な活動や取り組みを進
めてまいりました。
　暫くは，新型コロナウイルス感染防止に留意しながら
の取り組みとなりますが，これまで培った，市民の皆さま，
地域の皆さまとの「絆」を大切に，「支え合い・助け合う
地域づくり」を進めてまいりますので，ご理解・ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

みんなの絆で乗り越えよう！
ひまわりさんから

ボランティアさんから
佐竹小学校へ

社協ゆめの樹・
つなぐから

〝新型コロナウイルス〟

いばらきのケアさんから

ボランティアさん
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URL　http://www.ho-shakyo.jp　もしくは、
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。

常陸太田市社協 検索

すべての人が幸せに暮らせる〝まちづくり〟



　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。
　新型コロナウイルスの状況により，事業が中止になる場合があります。詳しくは，ホームページにて
お知らせします。

●誰もが参加できる地域をつくる
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

●ふれあい，支え合う地域をつくる
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

●みんなで見守り，安心できる地域をつくる
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（地域
での見守り活動の推進），生活福祉資金貸付事業

●災害や地域の異変に備える
災害時支援に関する研修会，見守りのネットワーク強化

●地域福祉を進めるための環境を整える
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
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

収入合計
371,150,000円

［収入］ ［支出］

支出合計
371,150,000円

受託事業
126,736,000円

地域福祉の推進
209,832,000円

法人運営
72,747,000円

障がい者支援
65,935,000円

高齢者支援
22,636,000円

障がい福祉サービス事業
71,197,000円

市・県社協補助金
65,468,000円

介護保険事業
42,534,000円

その他の収入
49,822,000円

共同募金配分金
15,393,000円

会費，寄付金，事業収入，
前年度繰越金など

⎛
⎝

⎞
⎠

事業計画・予算令和２年度
事 業 計 画

予 算

おもちゃ図書館→
↓ボランティア研修
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　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
「幸せつなぐいきいきプラン」（地域福祉活動計画）
も４年目を迎え，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。

地区名 社会福祉協議会
支部長※敬称略 地　区　計　画　ス　ロ　ー　ガ　ン

《常陸太田地区》

太　田 石　井　勝　三 絆を深めて　なごみの場

機　初 鈴　木　　　守 ふれ♡
あい

のまち　元気はたそめ

西小沢 高　野　俊　郎 たまり場に集合！

幸　久 中　山　芳　樹 ふれあいのまち♥幸 久
佐　竹 土　田　惣　一 ふれあい　ささえ愛　まなび合いの輪を広げよう

誉　田 桐　原　　　弘 強めよう　地域の絆

佐　都 福　地　保　子 子どもから高齢者まで　ひとりにしないまちづくり

世　矢 川　又　善　行 スマイル世矢

河　内 深　澤　菊　一 河内　ふれあいの街

《金砂郷地区》

久　米 石　井　　　彰 ふれあいと絆
きずな

　久米の郷

郡　戸 鴨志田　　　悟 やさしいまち　郡
ぐん

戸
ど

金　郷 矢　部　　　章 あいさつと絆で　きれいなまち　金郷

金　砂 名田部　　　久 かがやく　なかまと　さあいこう！（最高）
《水府地区》

山　田 山　本　一　之 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～
染和田 片　岡　義　一 みんなで一声　地域の輪（和）

天下野 中　言　　　浩 みんなで声かけ♡明るい地域

高　倉 調　整　中 「お互い様と感謝の心で」　✿暮らし安心高倉町✿

《里美地区》

小　里 高　星　隆　夫 みんなで元気に楽しい生活

賀　美 鈴　木　　　一 愛がつくる　幸せの♥和

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〟

市 社協

地域
地域福祉活動計画
地域ごと（19地区）

地域福祉計画 地域福祉活動計画
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ゆめの樹（生活介護） つなぐ（就労継続支援Ｂ型）

対象者 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

サービス提供時間 月曜日から金曜日　9：30～15：30

サービス内容 日常生活上の介護・創作的活
動・体力の維持のための体操，
踊り，個別運動など
レクリエーション

就労の提供（内職請負・花苗
作り・清掃請負など）

児童発達支援 放課後等デイサービス

対象者 発達や成長に心配のある，通所受給者証をお持ちの方

サービス提供時間 月曜日～土曜日
午前の部9：00～13：00
午後の部13：30～16：00

土曜日　9：00～13：00
※長期休暇期間は
　月曜日から土曜日

サービス内容 あいさつ，歌，手遊び，絵本の読み聞かせ，創作活動，
レクリエーション活動など
※講師による言語訓練，体操教室，心理相談も行っています。

多機能福祉サービス事業所「ゆめの樹」「つなぐ」

障がいをお持ちの
方が，自立した日常
生活や社会生活を営む
ことができるよう，一人
ひとりの自主性，主体
性を尊重し支援
します。

ストレッチ体操 活動で作成したかわいい張り子人形 マリーゴールド
（つなぐにて１ヶ70円で販売中）

活動を通して

基本的な生活習慣・

動作を身につけるとともに，

社会性・言葉・意欲を

育てるよう支援

します。

トランポリンによる運動機能の支援 型遊び

児童発達支援事業所「あいあい」

昼食・送迎
サービス付!!
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高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援を行っています。

そんな心配や困りごとがある時は，お気軽にご相談ください。
また「認知症カフェ」や「認知症初期集中支援チーム」など，認知症の方や
ご家族に対しての支援事業も行っています。詳細については，お問い合わせください。

＊マスクを作ってみませんか。
　作り方は，市ホームページに掲載されています。
　http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page006083.html
⃝縫わずにできるハンカチマスク
⃝タオルハンカチを利用したマスクの作り方
⃝手づくりマスク（３枚重ねの立体マスク）

困った
ときは おとしより生活相談センターへ

（常陸太田市地域包括支援センター）

⃝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です。
⃝親が認知症みたいで，どうしていいかわからない。

お問合せ

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

（
認
知
症
カ
フ
ェ
）の
様
子

受付時間……月～金　午前８時30分～午後５時15分（祝日除く）
本　　　　所：【担当地区】常陸太田・金砂郷　稲木町33　総合福祉会館内　…………………… 72-8881
サブセンター：【担当地区】水府・里美　　　　町田町163-1　市役所水府支所内　…………… 70-5678

手作り
マスクで
つながる
心の輪

外出自粛の中，多くの皆さまがご自宅で，
楽しくマスク作りのボランティア活動。
素材や色など，さまざまな工夫があふれています。

イ ル ス 感 染 予 防コ ロ ナ
手からウイルスに感染するリスクが高いので，こまめに手洗いをしていきましょう。

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

※腕時計や指輪等を外しておきましょう。爪は短く切っておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後，石けんを
つけ，手のひらをよくこすります。

手の甲をのばすようにこすります。 指先・爪の間を念入りにこすります。

指の間を洗います。 親指と手のひらをねじり洗いします。 手首を洗います。

十分に水で流し，清潔なタオルやペーパータオルでよくふいて乾かします。蛇口も清潔にしておきましょう。

誰にでも感染リスクがあります。不当な差別や偏見をなくしましょう。正しい情報をご理解ください。

型新 ウ正しい手洗いで

いろいろな
マスクを寄付
していただき
ました

心のこもった贈り物

5 No.155 生活福祉資金貸付制度（特例貸付）の実施期間が，９月末まで延長となります。
詳細は，ホームページでご確認ください。



缶詰ひと
つが支えになります

ほのぼのおおた協力会員　大募集！！あなたの力が
地域の力に…

◦ほのぼのおおた（在宅福祉サービスセンター／
ファミリー・サポート・センター）ってなぁに？
⃝お手伝いしたい方とお手伝いを頼みたい方が
それぞれ会員となり，地域でたすけあう有償の
ボランティア活動です。

◦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
⃝地域福祉に携わってみたい方
⃝空いた時間を有効に活用したい方

資格の有無は
問いません

都合の良い曜日や時間帯，

得意な援助で登録できます。

活動時間に応じて

活動費が支払われます。

わからないことはコーディネーターがサポートしますので，ご興味のある方は是非お問合せください。

活　　動　　内　　容

在宅福祉サービスセンター 食事・洗濯・掃除など家事援助，通院や
外出時の付き添い，買い物，話し相手など

ファミリー・サポート・センター お子さんの一時的な保育，産後の家事援助，
保育園・幼稚園・児童クラブ等の送迎

活 動 費

平日　８：30～17：00 ３０分　３００円

上記以外の時間と土・日・祝日・年末年始 ３０分　３７５円

交通費 １回　　２００円

～きずなＢＯＸへのご協力を～
　社会福祉協議会では，ＮＰＯ法人フードバンク茨城と連携して，皆さまからご提供いた
だいた食品を食糧支援が必要な世帯にお渡しする活動を行っています。
　気軽に食品を寄付出来るように，総合福祉会館をはじめ市内８か所（市役所本所・支所，
生涯学習センター，交流センターふじ，水府総合センター，里美文化センター）に「きずなＢ
ＯＸ」（食品収集箱）が設置されておりますので，ご協力をお願いします。

食の支援を必要としている方々への援助
⃝食品ロス削減の取り組み

「きずなＢＯＸ」へのご協力は

常温保存可能・未開封で，賞味期限が２か月以上残っている
⃝缶詰　⃝レトルト食品　⃝インスタント麺
⃝うどん，そば，パスタ等の乾麺　など

必要とされている食品は…

⃝要冷蔵，冷凍品，野菜・果物などの生鮮食品は不可
⃝割れやすい容器の食品は梱包してください。

食品を提供いただく時の「お願い」

　ＮＰＯ法人フードバンク茨城より生活に困窮した方へ
お渡しするほか，児童養護施設などの福祉施設に提供
されています。
　ご家庭での「もったいない」を「ありがとう」に
変えていきましょう。

寄付いただいた食品は…
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　常陸太田市内の行政機関と45箇所の店舗に「愛
の募金箱」という募金箱を置かせていただいてい
ます。見かけましたら是非ご協力ください。
　善意銀行は「常陸太田のために」という
たくさんの方々の思いにより成り立って
います。皆さまのお気持ちを善意銀行へ
お寄せください！

ピュア内堀・宮本の会………………………マスク
前澤清江………………………マスク
下村貞市……………………さらし布
岡崎洋子………………………マスク
横山壽美子
　………… マスク・布・50,000円
湊屋商事㈱……………………マスク
富永四郎………………………マスク
匿名（２件）………マスク・さらし布

魚富……………………………………… 18,916円
常陸太田市地区町会長協議会連合会… 25,900円

あおぞら大里会……………………………5,000円
前田敏武………………………………… 10,000円
常陸太田ライオンズクラブ………… 100,000円
㈱三友製作所…………………………… 18,869円
常陸太田市手をつなぐ育成会……… 250,000円
匿名（３件）…………………………… 655,665円

常陸太田市役所………………………… 30,424円

西染長生会……………… 50,000円
特別養護老人ホーム誠信園
　……………………… 100,000円

アルファジャパン
　……………ペットボトルキャップ
誉田養徳園………………………布団

卓球を楽しむ会，常陸太田市役所，学研太田教室，常陸太田市商工会女性
部，常陸太田市更生保護女性の会，山下町会，市老連女性部，㈱岩瀬屋製作
所，寺門極，誉田小学校，金砂郷中学校，菊池，特別養護老人ホームえみの里，
澁澤宗孝，白石康光，川崎久栄，瑞竜中学校，田渡清流クラブ，水戸友の
会，ＪＡ常陸太田地区女性部，助川博，深澤さかえ，横山壽美子，鈴木鉄工
㈱，黒木幸男，大内操，太田温泉やまぶきの湯，㈱暁恒産，瑞龍町高倉友和会，
㈲井上商事，鈴木初枝，ひたち花壇，太田北部高砂会，東光食品㈱，社協太
田支部ボランティア，ＪＡ常陸サービス，會澤電機工事店，太田中学校，金
砂郷小学校，㈲堀越，常陸農園，嶋根司法書士事務所，匿名（８件）

※さらし布は，手づくりマスクに活用しました。

善 意 銀 行 は地域で活用されています
「何かしたい」の
気持ちをかたちに…

　善意銀行は，ふれあいサロンなど集いの場づくり支援，地域の
福祉，災害見舞いなどさまざまな事業に活用されています。

●善意銀行ってなぁに？

　寄付金や品物をお預かりし，皆さまの善意を市内
の福祉事業に活用するしくみです。寄付された方の
意思を尊重し，活用方法を指定することもできます。

●どのようなものが寄付できるの？

⃝個人や会社・団体などからの寄付金
　たとえば，会社・団体の記念事業，チャリティーや
バザーの益金，ご家族のお祝いの記念時などに
（善意銀行への金銭預託は，税法上の優遇措置の対象となります。）

⃝プルタブ，使用済切手，ハガキ，タオル，雑巾などの物品
　その他，福祉のために活用できるものをご寄付ください。
　「この品物は寄付できるの？」など迷った場合は，ぜひ
お問い合わせください。

３ ４ ５月分
地域福祉向上のため，皆さまの善意をお寄せいただきました。

（敬称略・順不同）

新型コロナウイルス関連

災 害 支 援

［預託の部］	
金 銭 預 託

募　金　箱

金 銭 払 出
［払出の部］　指定のあった寄付をお届けしました。

物 品 払 出

物 品 預 託

善意の箱

感謝のご報告

使用済切手，ベルマーク，書き損じはがき，使用済カード，プルタブ，
タオル，紙おむつ，雑巾，車椅子，玉葱など

常陸太田市手をつなぐ育成会 常陸太田ライオンズクラブ 常陸農園
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　令和２年４月１日付で常陸太田市社会福祉協議会に採用されました
白土真理です。
　住民同士のつながりが強く，地域福祉活動が活発な常陸太田市が
大好きです。
　住民の皆さまが自分らしく幸せに地域で暮らすことができるよう，
大学で学んだ社会福祉の知識を最大限に活かしていきたいと思います。
　そして，皆さまの「地域をもっともっとよくしたい」という気持ちを
全力でサポートできる社協職員を目指して頑張ります。
　社会人としてまだまだ未熟ですが皆さまどうぞよろしくお願い
いたします！

　新型コロナウイルス感染拡大予防のため，活動を
自粛する中での取り組みをご紹介します。

サロン会の皆様　お元気ですか
？

新型コロナウイルスの感染拡大
のため，

お会いできませんが，じっとし
ていると，

筋肉が衰えてきてしまいます。
少しでも，

できること　無理しないでやって
みましょう！

再会を楽しみにしています。

コロナウイルスが，早く収束し
ますように！

…………………………………　地域づくりグループ主事　白𡈽 真理

はじめまして

新 人 職 員 紹 介

ふれあい・いきいきサロン

「ふれあいサロン」とは，地域住民の閉じこもり防止や仲間作り等を目的に，身近な場所で
気軽に集まり，おしゃべりなどで仲間と楽しく過ごせる地域の「憩いの集いの場」です。

ひとりでも体操！

　声を掛け合って，
各自，自宅でラジ
オ体操や，テレビ
体操で体を動かし
ました。

マスク作り！

⃝中城花水木，
　大里一なでしこクラブ 他
　各自が自宅で作った手作り
マスクをサロンの高齢者に配
布しました。

お手紙・回覧板での声かけ

⃝ピュア内堀・宮本の会　⃝山下なかよし会
⃝春友「笑・笑フレンド」　他
　手遊び歌と心をこめたメッセージを
添えました。

※表紙掲載の社協マスクプロジェクトでも，たくさんの
サロンの皆さまにご協力いただきました。

つながっているよ
会えないけど
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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
〒313-0041　常陸太田市稲木町33　常陸太田市総合福祉会館内
0294-73-1717 0294-72-5449TEL FAX

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257-3
TEL：0294-76-1002

●水 府 支 所　〒313-0213　常陸太田市町田町163-1
TEL：0294-85-0433

●里 美 支 所　〒311-0505　常陸太田市大中町1653
TEL：0294-82-3145


