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ＵＲＬ　　https://twitter.com/hitachiomiyasha



　永年にわたり社会福祉の発展に功績のあった皆様が表彰されました。受賞された皆様、おめでとうご
ざいます。なお、この功績を顕彰することを目的として10月９日（金）に開催が予定されていた第70回
茨城県社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました。

県知事表彰
【社会福祉施設職員】… 【社会福祉援護功労者】
　茂垣　裕	 （大宮みのり保育園）	 　レインボークラブ	 （ボランティア団体）
　石﨑　美知子	 （大宮みのり保育園）
　渡邊　亮子	 （大宮みのり保育園）
　鈴木　寿男	 （養護老人ホームスプレールみのり）
　大森　重之	 （養護老人ホームスプレールみのり）
　神長　文美代	 （特別養護老人ホームみのり園）
　平塚　たま代	 （特別養護老人ホームみのり園）
　萩谷　武史	 （特別養護老人ホームみのり園）
　大賀　智子	 （特別養護老人ホームみのり園）

県社協会長表彰
【社会福祉団体職員・社会福祉施設】
　平山　美恵子	 （市社会福祉協議会）
　阿久津　幸子	 （博友会）
　倉橋　扶美子	 （市立大賀保育所）
　和田　雅枝	 （市立大賀保育所）
　宇野　幸恵	 （市立大賀保育所）
　小林　美砂世	 （あゆみ保育園）	 【民生委員・児童委員】
　峯島　飛鳥	 （あゆみ保育園）	 　小林　隆子	 （常陸大宮市）
　藤田　美佐子	 （あゆみ保育園）
　竹江　道子	 （あゆみ保育園）
　小室　美由紀	 （あゆみ保育園）
　堀野辺　さより	（グループホームみのり園）
　舟木　美由紀	 （特別養護老人ホームみのり園）
　近藤　美保	 （大宮みのり保育園）

　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。
　本会では結婚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63組、ダイヤモンド
婚28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。

第70回茨城県社会福祉大会

金婚・ダイヤモンド婚おめでとうございます
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　10月末から12月23日まで学校の消毒ボラン
ティア活動を行いました。
　トイレの水道が自動になっているなど、自分
の子どもの頃とは大分変わったなと思いながら
校内の消毒をしました。学校と地域のつながり
の小さな手伝いができることに喜びを感じる一
方、早く普通の生活に戻れることを願って活動
をしました。

　常陸大宮市ボランティア連絡協議会
会長　石﨑　育子

　感染予防のため、通常と異なる授業等の対応に追われ
る教職員の負担の軽減に「少しでも役立てれば」と児童・
生徒が帰った放課後に消毒作業を行いました。アルコー
ルや次亜塩素酸水で机や椅子、階段の手すり等を消毒し
ました。

 消毒ボランティア活動に参加したボランティアサークル 
ＳＯＮ常陸大宮
あすなろ大宮
常陸大宮市シルバーリハビリ体操指導士会
サロンおば
さわやか
あすなろ　山方
緒川配食配送ボランティア
御前山ひまわり会
レインボークラブ
三美ふれあいサロン
ひなげし
朗読せせらぎ
デイサービス
サロンむらいし
手芸クラブ

ボランティア連絡協議会
市内小中学校の消毒ボランティア活動を実施しました。
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10月２日（金）　緒川小学校
４年生の14名が福祉体験学習
として、車イス・白杖体験を行
いました。最初は皆さん戸惑っ
ていましたが、徐々に用具の扱
いにも慣れてきました。短い時
間でしたが、児童のみなさんが
とても真剣に取り組んでいたの
が印象的です。

11月25日（水）　上野小学校５年生
の25名が、地元ボランティア３名に
ご協力いただき、車イス・白杖の福
祉体験学習を行いました。
　「車イスにはどんな種類がある
の？」、「パンクしたらどうするの？」、
「どんな機能があったら便利です
か？」など様々な質問があり、子ど
も目線での質問内容に驚かされまし
た。
　このような福祉体験学習によって、
理解や考えが深まり、福祉や介護と
いった分野への興味や関心につなが
ればと思います。
　本会では、子どもたちの福祉意識の向上のため、市内各学校に講師を派遣し、福祉体験学習を行って
います。詳しくは社協本所（☎５３-１１２５）へお問い合わせください。

福 祉 体 験 学 習

ボ ラ ン テ ィ ア 市 民 活 動 セ ン タ ー

緒川小学校

上野小学校
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　「現場に立つということ～子ども・保護者・支援員
の思い～」という演題で、ＮＰＯ法人	虹のポケットが
運営する学童保育園	子コロっコロ理事長の後藤悟子さ
ん・保育士の小泉裕子さん・看護師の小口世子さんを講
師に迎えて開催しました。
　小泉さんは、幼児との関わり方や受講者を交えての
じゃんけんあそび、歌を歌いながらのお話などを、小口
さんからは、急病やけがの対応など、応急手当の対応に
ついて詳しく説明していただきました。
　最後に後藤理事長より、「支援員の役割は保護者が頼
れる場所づくりをすることであり、保護者との信頼関係
を築くことが大切です。色々あっても、最後に『でも、
かわいいのよね』と言えることが子どもへの愛情であり、
一番大切なことである。」ということを学びました。

　２日目は、常陸大宮市消防本部から職員を派遣してもらい「小児
救命救急」について受講しました。大人向けの救命救急に続いて幼
児向けの救命救急について説明を受けました。
　実技では、胸骨圧迫の最中におう吐された場合に、コロナウイル
スへの感染を防ぐことを想定して、人形の顔にタオルをかけて行い
ました。その他、気道異物の除去や止血法なども学びました。
　消防本部の方々はとてもやさしく、時には冗談を言って楽しませ
てくれたりと、あっという間の研修でした。	

　この2日間の講座で学んだ
ことを、今後の託児所・学童
ボランティア活動に生かして
いただければと思います。

託児所・学童ボランティア養成講座を開催しました。

ボ ラ ン テ ィ ア 市 民 活 動 セ ン タ ー

1日目
11月16日（月）

2日目
11月30日（月）
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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・受付順）

ご芳名 金額（円）
株式会社　常陽銀行 100,000
匿名 7,000
株式会社　筑波銀行　代表取締役頭取　生田雅彦 100,000
大曽根　實 1,000
有限会社　瑞穂農場　代表取締役社長　下山一郎 500,000

物品預託 （敬称略・受付順）

未使用・使用済み切手
ご芳名 数量

千曲鋼材株式会社 1,020枚
丸真食品株式会社 600枚
匿名 827枚
匿名 60枚
新日本婦人の会常陸大宮支部山方班 1,790枚
未来化成株式会社 2,400枚
匿名 2枚
公益財団法人みずほ農場教育財団 2,177枚
大曽根　實 17枚
有限会社　佐久間製作所　代表取締役　佐久間俊彦 500枚
株式会社　住研企画 900枚
山方地区民生委員児童委員協議会 20枚
大宮第６区 350枚

物品預託 （敬称略・受付順）

未使用・使用済みハガキ
ご芳名 数量

未来化成株式会社 27枚
匿名 46枚
大宮第６区 49枚

未使用・使用済みプリペイドカード
ご芳名 数量

大曽根　實 ３枚

その他物品
ご芳名 数量

あすなろ会 タオル・ハンカチ44枚
退職公務員山方分会 タオル296枚

ティッシュ（箱等）56ヶ

現金払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
大宮高齢者クラブ連合会 76,000
常陸大宮市社会福祉協議会 100,000

物品払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 預託品
山方放課後児童クラブ　代表　木村　礼子 ティッシュ（箱等）56ヶ

善意銀行からのご報告
　令和２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
様々な福祉活動の推進に活用さ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

寄付のご報告

善意銀行

　10月６日（月）（株）筑波銀行様より、日鉱第一砕石（株）
様が発行する寄贈サービス付きSDGs私募債「地域の未来応援
債」の発行手数料の一部を活用し、寄付金10万円をいただきま
した。常陸大宮市役所において贈呈式が行われ、日鉱第一砕石
（株）　代表取締役　小河原 利一郎様、（株）筑波銀行大宮支
店長　後藤 和弘様から寄付金の目録をいただきました。

　11月19日（木）（有）瑞穂農場様より、寄付金50万円をいただき
ました。常陸大宮市役所において贈呈式が行われ、（有）瑞穂農場 
代表取締役社長 下山 一郎様から寄付金の目録をいただきました。

6

2020.12.25vol.63



生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業とは？
　生活支援体制整備事業は、介護保険法に基づき、全国の市町村が実施する事業で、本会ではこの事業
の一部を市から受託しています。高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ
う、住民や多様な活動主体が連携・協力して日常の困りごとや課題にともに取り組める地域づくりを目
指すものです。

どうしてこういった取り組みが必要なの？
　年々、高齢化が進み、65歳以上の高齢者の方１人を支える20歳から64歳までの方の人数が少なくなっ
てきています。しかし、地域に住む高齢者は日常生活を送るうえで悩みやちょっとした困りごとなど手
助けが必要な時が多々あります。こうした高齢者を地域に住む方々が見守り、助け合うことが必要に
なってきたからです。

地域で高齢者を支援するためのネットワークづくりを目的に、関係者による定期的な
情報交換の場として、市内７か所に「協議体」を設置しています。また、地域におけ
る生活支援等の体制整備に向けた調整役として「生活支援コーディネーター」を配置
しています。

「協議体」って？
　協議体とは、医療・介護の専門職、地域住民、
行政や地域包括支援センターなどで構成され、定
期的な情報の共有や連携の強化、課題解決のため
の取組の検討などを目的として設置された話し合
いの場です。

「生活支援コーディネーター」の役割
資源開発
◦地域に不足するサービスの創出
◦サービスの担い手の養成
◦元気な高齢者などが担い手として活躍する場の確保　など

ネットワーク構築
◦関係者間の情報共有
◦サービス提供主体間の連携体制づくり　など

ニーズと取組のマッチング
◦地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング　など

▲協議体の会議の様子

高齢者クラブ

行政
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　市民の皆様の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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や相談方法・場所が変更になる
場合がありますので、電話にてご確認ください。

場所
時間

　月

大宮地域 山方地域 美和地域 緒川地域 御前山地域
総合保健福祉センター

かがやき 山方公民館 美和総合福祉センター 緒川老人福祉センター
やすらぎ荘 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

2021年
１月

13日（水）
20日（水）
27日（水）

29日（金）

岡田 利恵弁護士

15日（金）

森田 冴子弁護士

２月
３日（水）

10日（水）
17日（水）
24日（水）

18日（木）

後藤 直樹弁護士

３月
３日（水）

10日（水）
17日（水）
24日（水）

30日（火）

岡田 利恵弁護士

16日（火）

森田 冴子弁護士

◎　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）
◎　弁護士相談の相談時間はお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。

予約・問い合わせ
社会福祉協議会本所
ＴＥＬ　53-1125

　常陸大宮市戦没者追悼式が９月25日（金）に開催されました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、参列者を大幅に制限しての開
催となりました。
　参列者全員で黙とうを行い、鈴木市長の式辞の後、宮﨑遺族連合会長が追悼
の辞を述べ、参列者による献花が行われました。
　先の大戦における2,198柱の戦没者に対して、哀悼の誠をささげました。

常陸大宮市戦没者追悼式

　10月30日（金）　第７回常陸大宮市高齢者クラブ連合会ゴルフ交流大
会が、ゴルフ倶楽部セブンレイクスにて行われました。お天気にも恵まれ、
95名の方々に参加いただきました。
　結果は次のとおりです。
　　優　勝　　大曽根　徳夫　（鷹巣友和会）
　　準優勝　　木村　弘之　　（岩瀬長寿会）
　　第三位　　寺門　信義　　（小場高齢者クラブ）

第７回市高ク連ゴルフ交流大会

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、例年３月開催予定の福祉芸能発表大会は、参加者およ
び関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、中止することにいたしました。
　参加をご予定いただいた皆さまには申し訳ございませんが、何卒ご容赦くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大による「常陸大宮市福祉芸能発表大会」中止のお知らせ

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。

心配ごと相談（１月～３月の開設日）
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