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台風19号により市内では甚大な被害が…
　10月12日に上陸した台風19号により、常陸大宮市内は大きな被害を受けました。久慈川、那珂川
の決壊により広範囲で建物への浸水や道路の冠水、土砂崩れ、断水など、生活に大きな被害をもたら
しました。

台風19号により市内では甚大な被害が…

　常陸大宮市社会福祉協議会では、１０月１４
日（月）から「常陸大宮市災害ボランティアセ
ンター」を開設し、多くのボランティアの支援
をいただき、被災された方々の生活再建のお
手伝いを行いました。

アカウント名　常陸大宮市社会福祉協議会　
ＵＲＬ　　https://twitter.com/hitachiomiyashaＵＲＬ　http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/

常陸大宮市社協の新しい情報は、
ホームページをご覧ください。
常陸大宮市社協 検 索
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常陸大宮市災害ボランティアセンター常陸大宮市災害ボランティアセンター
　台風19号により被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

　市内では、河川の氾濫・堤防の決壊が発生するなど、久慈川および那珂川流域の家屋や田畑、道路

に大きな浸水被害をもたらしました。

　常陸大宮市災害ボランティアセンターでは、全国から駆けつけてくれたボランティアを受け入れ、

支部社協や区、市ボランティア連絡協議会、市高齢者クラブ連合会等の皆様、共同募金会など団体の

皆様、企業の皆様、県内から応援に来てくださった社協職員の皆様等にご協力いただき、一日も早い

復旧・復興に向けて全力で支援活動に取り組んでまいりました。

（1）災害ボランティアの募集・受け入れ
（2）被害状況と必要な災害ボランティアのニーズの把握
（3）ボランティアによる災害復旧活動のコーディネート
　　　（ボランティアとニーズのマッチング）
（4）ボランティアの衛生管理
（5）災害対策本部等の関係機関との連絡調整
（6）災害ボランティア活動に必要な物資の募集・受け入れ

災害ボランティアセンターの役割

▲ボランティア活動の様子

▲必要な資材を積んで出発

　12月1日より「常陸大宮市社会福祉協議会地域支え
合いセンター」に移行しました。

ボランティア活動状況
                   （11月30日現在）    
活動件数　　　　344件
活動者数　延べ2,111名
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災害ボランティアセンター活動報告

応援職員の派遣状況（11月30日
現在）
　県、県社協、市町村社協から、
ボランティアセンター運営の応
援をいただきました。人数は延
べ人数です。

（順不同）

所　　属 人　数 所　　属 人　数

茨城県 12 美浦村社協 43

茨城県社協 41 阿見町社協 62

土浦市社協 31 東京都社協 4

石岡市社協 30 小金井市社協 4

つくば市社協 29 群馬県社協 3

かすみがうら市社協 31 前橋市社協 3

つくばみらい市社協 39

合　計 344件 2,111名

災害ボランティアセンター活動報告

月　日 活動件数 ボランティア数 月　日 活動件数 ボランティア数

  10月14日（月） 1 8 11月１日（金） — ニーズ調整（中止）

15日（火） 4 19 2日（土） 13 57

16日（水） 17 75 3日（日） 15 72

17日（木） 26 83 4日（月） 14 65

18日（金） 26 169 5日（火） — ニーズ調整（中止）

19日（土） — 雨天中止 6日（水） 9 39

20日（日） 35 357 7日（木） — ニーズ調整（中止）

21日（月） 20 172 8日（金） 10 39

22日（火） — 雨天中止 9日（土） 13 83

23日（水） 22 276 10日（日） 12 57

24日（木） 14 79 11日（月）～14日（木） — ニーズ調整（中止）

25日（金） — 雨天中止 15日（金） 4 27

26日（土） 16 85 16日（土） 11 41

27日（日） 19 118 17日（日） 4 33

28日（月） 13 41 8日（月）～22日（金） — ニーズ調整（中止）

29日（火） — 雨天中止 23日（土）～24日（日） — ニーズ調整（中止）

30日（水） 11 58 25日（月）～29日（金） — ニーズ調整（中止）

31日（木） 9 46 30日（土） 6 12

小　計 233 1,586  小　計 111 525

災害ボランティアセンター活動報告
常陸大宮市災害ボランティアセンターの活動件数・ボランティア数（延べ人数）は次のとおりです。

ご協力ありがとうございました！
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ボランティアの皆さんに感謝！！
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災害ボランティアの活動等に必要な物資等を
ご提供・ご寄付いただきました。
ご協力ありがとうございました。

物品名 数量 寄付者名 物品名 数量 寄付者名

おにぎり 澤海様 さつまいも 10箱 かすみがうら市　ポテトかいつか

菓子類 関根俊雄様 タオル 15箱

日産自動車麦茶 10ケース 東海村社協 ビニール袋 6箱

菓子類 東海村社協　川崎様 マスク 5箱

洋菓子詰め合わせ 1箱 東海村社協　澤井様 ゴム手袋Ｍ 120双

オカモト（株）
一輪車 9台

常総市社協

ゴム手袋Ｌ 120双

角スコップ 15本 ヤッケ上下 50枚

ショベル 20本 長靴 50足

小型ショベル 9本 タオル・雑巾 3箱
ユ・サイイン様

レーキ 8本 水 2箱

ドライヤー 5本 角スコップ 4本 ボランティアさん

溝シャベル 5本 水2ℓペット 5箱 森田様

毛布 100枚 お菓子 4箱

特定非営利活動法人
敷島の会

マスク 28箱 ウーロン茶340ｇ缶 2箱

土嚢袋 2,000枚

茨城県社協

ほうじ茶340ｇ缶 1箱

スポーツ飲料 5箱 ほうじ茶340ｇ缶 1箱

高圧洗浄機 2台 緑茶340ｇ缶 2箱

タオル 2箱 飴 4袋 石崎育子様

ゴム手袋 1箱 防塵マスク 100枚 川又クリーニング様

防塵マスク 1箱 防塵マスク 100枚 水戸労働基準監督署

飲料 5箱 関口様 御前山饅頭 1箱 宮崎誠一様

鋤簾 20本 熊本県立鹿本商工高校 お菓子詰め合わせ 130個 茨城北西看護専門学校

竹ぼうき 10本

つくば市社協

お菓子 2袋 阿見町社協　小林様

ちりとり 9個 パン 20個 サンエトワールいしかわ様

ほうき 20本 栄養ドリンク 3箱 日立市社協

土嚢袋 500枚 雑巾 100枚
豊中市社協

みの 8個 土嚢袋 200枚

ハンドソープ 1箱

常陽銀行

タオル 90枚 パルシステム茨城栃木ＯＢ会

ウェットティッシュ 1箱 フルーツゼリー 7箱 千疋屋

マスク 10箱 バケツ 5個

東海村職員組合

高圧洗浄機 １台 スコップ 5個

ＯＳ-1（500㎖ペット） 10ケース
大塚製薬

手袋 12双

ＯＳ-1（ゼリー） ５ケース 防塵マスク 100枚

タオル 5箱 茨城県 単4乾電池 100個

インスタントコーヒー 3本 ボランティアましこ様 お菓子 1袋
海老根様 

新品タオル 100本 ＮＰＯ法人　あきない組 みかん 17個

寄付者名 寄付者名

阿見町ボランティア連絡会 常総市社協

地域支え合い会議 中央ろうきん友の会常陸太田

第25回大場小学校卒業同窓会　代表　江幡 四郎様 菊池 美也子様

鹿嶋高房神社　宮司　海野　千代様 常陸大宮市役所職員（堀江 信宏様 他）

（順不同）

（順不同）物資の部

支援金・寄付金の部
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　本年度も赤い羽根共同募金運動に、多大なご協力をいただきありがとうございました。戸別募金を
はじめ、各募金にご協力いただきました皆様方に心より御礼申し上げます。
　なお、皆様からの募金は、地域の福祉活動を推進するほか災害時における災害ボランティアセンタ
ーの運営などに活用させていただきます。

「常陸大宮市災害ボランティアセンター」から
「常陸大宮市社会福祉協議会地域支え合いセンター」へ移行しました。

　発災から１ケ月半が経過し、被災者からの支援依頼の対応が概ね完了したことから 11 月 30
日（土）をもって「常陸大宮市災害ボランティアセンター」を閉所し、12 月 1 日（日）より「常
陸大宮市社会福祉協議会地域支え合いセンター」に移行し、災害ボランティア活動の調整を行
いながら、被災された方に寄り添う、生活支援対応への活動を中心に取り組んでいくこととい
たしました。

歳末たすけあい援護金

募金総額　11,075,882円
11月20日までにご協力いただいた募金額をご報告します。（最終金額は、次回の社協だよりに掲載）

　歳末たすけあい運動でお寄せいただいた募金を、生活に経
済的な支援を要する世帯に対し援護金として配分しています。

募金の種類 赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金 内　　容

戸別募金
（区）

8,612,000円
10,937件

2,187,300円
10,937件

各世帯を対象に寄付をお願い
する募金

街頭募金
（駅・スーパー）

26,036円
5件

−
駅前・各スーパーで実施した
募金

学校募金
（小中学校・幼稚園・保育園）

205,072円
21件

−
児童・生徒の福祉教育の一環
として実施される募金

職域募金
（事業所・企業・市役所等）

44,349円
20件

−
企業・市役所等の職員に呼び
かけて寄付をお願いする募金

その他
（上記以外の募金）

1,121円
2件

4円
1件

上記のどこにも当てはまらな
い募金

合　　計 8,888,578円 2,187,304円

令和元年度赤い羽根共同募金　　 中間報告

◆「地域支え合いセンター」の主な活動 ◆

　　☆ 被災された方の支援活動（個別ニーズ把握や生活相談、情報提供等）

　　☆ 支え合い活動や見守り活動づくり

　　☆ サロン活動を通しての地域コミュニティづくり

　　☆ ボランティアによる災害復旧活動（ボランティアの登録制による活動）等
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　預託された物品のうち、タオルや雑巾は、各地域の公共施設・福祉施設等に払出しております。また、使用済み切手・プ
リペイドカードは、茨城県社会福祉協議会を通して各関係機関に届けられます。預託金を活用した物品購入等については、
払出しがあった場合に内容をお知らせいたします。　

現金預託 （敬称略）

ご芳名 金額（円）
有限会社　瑞穂農場　代表取締役社長　下山一郎 500,000
小室　和伸 100,000
匿名 10,000
ゴルフコンペ貫平杯 12,500
匿名 1,270

物品預託
ご芳名 数量

未使用・使用済み切手
千曲鋼材株式会社 1,022枚
点訳サークル 1,200枚
匿名 58枚
匿名 750枚
株式会社　やすくら工務店 250枚
匿名 4枚
御前山フロイデガルデン 550枚
公益財団法人　みずほ農場教育財団 1,678枚
学研村田教室 600枚
茨城県立常陸大宮高等学校ＪＲＣ部 200枚
匿名 574枚
長山　則子 500枚
山方地区民生委員児童委員協議会 1,050枚
大宮第6区 650枚

ご芳名 数量
未使用・使用済みハガキ

学研村田教室 12枚
大宮第6区 35枚

物品預託 （敬称略）

ご芳名 数量
未使用・使用済みプリペイドカード

久下沼　鈴子 34枚
学研村田教室 8枚
長山　則子 86枚

ご芳名 数量
その他物品

匿名 大人用オムツ4袋
株式会社　ニラク常陸大宮店 菓子類3箱
助川　いく 雑巾30枚
株式会社　ニラク常陸大宮店 菓子類3箱
圷　実 栗3㎏
国際交流ボランティア「ばらの会」代表　石澤　令子 マスク360枚
株式会社　ニラク常陸大宮店 菓子類2箱

現金払出
ご芳名 金額（円）

大宮高齢者クラブ連合会 50,000

物品払出
ご芳名 預託品

障害福祉サービス事業所　太陽 オムツ4袋
ＮＰＯ法人　フードバンク茨城 菓子類3箱
災害ボランティアセンター 菓子類3箱
ＮＰＯ法人　フードバンク茨城 菓子類2箱
災害ボランティアセンター マスク360枚

金婚・ダイヤモンド婚おめでとうございます
　今日までの長い歳月をご夫妻ともにご健勝で、金婚・ダイヤモンド婚を迎えられました皆様に心より
お祝いを申し上げます。
　社会福祉協議会では結婚50年（金婚）、60または70年（ダイヤモンド婚）を迎えられたご夫妻に記念
品として写真（四つ切）を贈呈しております。今年度は金婚62組、ダイヤモンド婚41組の申し込みがあ
りました。おめでとうございます。
　皆様におかれましては今後とも健康に留意され、お元気で幸せな人生を送られますことをご祈念申し
上げます。

善意銀行からのご報告
　令和元年９月１日から11月30日までに善意をお寄せいただ
いた方々をご紹介いたします。皆様からの善意は常陸大宮市の
様々な福祉活動に使わせていただいております。
　皆様からの温かいご寄付に心より感謝申し上げます。

ボランティア市民活動センター
善意銀行
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心配ごと相談（1月～3月の開設日）
　日常生活での悩みや困り事等の様々な問題の相談に応じるために

「心配ごと相談所」を開設し、問題解決のためのお力添えをしています。
相談料は無料です。また、個人情報、相談内容等は秘密厳守いたします。
　以下のとおり開設いたしますので、ご希望の相談所をご利用ください。

障害福祉サービス事業所「太陽」〜日帰り研修〜

市身体障害者福祉会　〜日帰り研修〜

　11 月 1 日（金）アクアワールド茨城県大洗
水族館を見学し、いこいの村涸沼のレストラン

「アルエット」で食事をとりました。
　普段より生き生きとした表情をされた利用
者さんが、多かったように感じました。

　11 月 19 日（火）日帰り研修として千葉県野田市にあるグリコピア
CHIBA を見学しました。工場では「パピコ」の製造ラインを見るこ
とができ、大きな冷蔵庫に入って、寒さを体感することもできました。
限定味の試食などもあり、見学時間があっという間に感じられました。
　研修後は川越で時の鐘を見たり、お土産を購入するなど、自由に散
策しました。天気にも恵まれ、久しぶりに会う会員さん同士で会話が
弾み、楽しい時間を過ごすことができました。

　身体障害者福祉会では随時会員を募集しておりますので、ご興味のある方は、事務局（53-1125）
までお問い合わせください。

編集・発行／社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会
〒319-2254　常陸大宮市北町388-2
総合保健福祉センター「かがやき」内
TEL:0295-53-1125　FAX:0295-53-1275
E-mail:welfare@hitachiomiya-shakyo.or.jp
http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/
山方支所　0295-57-6826　美和支所　　0295-58-3311
緒川支所　0295-56-2857　御前山支所　0295-55-2733 この社協だより「新星」は、赤い羽根共同募金配分金の

一部で作られています。

場所
時間

年月

大宮地域
総合保健福祉センター

かがやき

山方地域
山方公民館

美和地域
美和総合福祉センター

緒川地域
緒川老人福祉センター

やすらぎ荘

御前山地域
御前山保健福祉センター

一般相談
９～14時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

令和２年
1月

8 日（水）
15日（水）
22日（水）

29日（水） 17日（金）

２月
5 日（水）
12日（水）
19日（水）
26日（水）

28日（金） 20日（木）

３月
4 日（水）
11日（水）
18日（水）
25日（水）

17日（火）

◎　相談時間はお１人様約30分です。
◎　相談時間が限られておりますので、要点（いつ、どこで、
　　誰が、どうしたか等）の整理と、必要な書類等の持参
　　をお願いします。
◎　一般相談では電話相談も受け付けております。
◎　弁護士相談は、どの会場でも相談できます。
◎　弁護士相談は事前予約制です。※先着順（最大6名）

●予約・問い合わせ
　社会福祉協議会本所
TEL53−1125
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