
　新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中、ひとり親世帯の経済的な困窮が深刻さを増しています。社会
福祉協議会では、ひとり親世帯を支援するため、市内の企業・団体等にご協賛いただいた支援品（食品）を、希望
する世帯に配布しました。� ※詳細については４ページをご覧ください。
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村田小学校 上野小学校 大宮小学校 大賀小学校 大宮北小学校
大宮西小学校 山方小学校 山方南小学校 美和小学校 緒川小学校
御前山小学校 大宮中学校 第二中学校 山方中学校 明峰中学校
常陸大宮高等学校 小瀬高等学校

学校募金	 ２５５，５６４円

地域名 戸数（世帯） 一般募金 歳末募金 募金合計

大宮地域 5,835 4,601,200円 1,167,000円 5,768,200円

山方地域 1,911 1,398,400円 382,200円 1,780,600円

美和地域 1,069 854,000円 213,800円 1,067,800円

緒川地域 1,000 801,500円 200,000円 1,001,500円

御前山地域 1,063 849,900円 212,600円 1,062,500円

合　　計 10,878 8,505,000円 2,175,600円 10,680,600円

戸別募金	 １０，６８０，６００円

大宮幼稚園 若草幼稚園 おがわ幼稚園 大賀保育所 大宮聖愛保育園
さくら保育園 ひまわり保育園 大宮聖慈保育園 あゆみ保育園 大宮みのり保育園
きらきら保育園 山方保育所 野上保育園 美和認定こども園 緒川げんき保育園
御前山認定こども園 フロイデキンダーガルテン

保育園・幼稚園	 ６８，８５３円

茨城インシュアランスAGENT㈱ 特別養護老人ホームみわ 小瀬福祉会

法人募金	 ３０，３７５円

売上金の一部が赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機の設置にご協力をお願いします。
既設の自動販売機を寄付つきへ切換えることもできます。

自動販売機募金・預金利息等	 １１，０４０円

ＪＲ常陸大宮駅前 道の駅常陸大宮「かわプラザ」 エコス山方店前
美和物産センター「北斗星」前

街頭募金	 １２，９２８円

常陸大宮市役所本庁 市役所山方支所 市役所美和支所 市役所緒川支所 市役所御前山支所
かがやき健康推進課 御前山市民センター 図書情報館 歴史民俗資料館大宮館 学校給食センター
大宮公民館 常陸大宮市消防本部 西部総合公園体育館 緒川総合センター 美和総合福祉センター
社会福祉協議会本所・支所 文化センター（ロゼホール） くりえーとセンター大宮 イオン常陸大宮店 常陸大宮市振興財団
レストラン山ゆり 道の駅常陸大宮「かわプラザ」 道の駅常陸大宮「ひたマルシェ」
グリーンハウス大宮 ウエルシア常陸大宮石沢店 やまがたすこやかランド三太の湯
長田土地改良区 ウエルシア常陸大宮山方店 ごぜんやま温泉保養センター「四季彩館」
美和ささの湯 シルバー人材センター山方支所 老人福祉センター「やすらぎ荘」
やすらぎの里公園 美和物産センター「北斗星」 緒川物産センター「かざぐるま」

職域募金	 ７４，１４９円
（順不同・敬称略）

令和２年度共同募金報告
募 金 総 額 1 1 , 1 3 3 , 5 0 9円
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　本会に寄せられた義援金をご報告します。

◦平成28年熊本地震義援金	 1,085円
◦平成30年７月豪雨災害義援金	 1,001円
◦令和元年台風第15・19号大雨千葉県災害義援金	 300円
◦令和２年７月豪雨災害義援金	 103,208円
� （令和３年２月28日現在）

　皆様から寄せられた義援金は、茨城県共同募金会へ送金しています。

　令和元年東日本台風（台風第19号）による被災者を
支援するため設置された「常陸大宮市地域支え合いセン
ター」では、昨年12月に今なお仮設住宅等で避難生活
を送られている32人の被災者に対し、年末年始をゆっ
くり過ごしてもらうことを目的に市内温泉施設の入館
券・食事券、日用品の詰め合わせをお届けしました。
　一日も早く、生活を再建できるよう心よりお祈り申し
上げます。

野口３区ふれあい広場
　御前山野口第３区では、地区の集会所を会場に高齢者を中
心とした自由サロンが平成29年６月３日に始まりました。
　一般的にサロンと言うと、地域のボランティアが様々なメ
ニューを企画し、そこに参加する高齢者は、受け身になりま
すが、「野口３区ふれあい広場」では、何をするのも参加者
本人たちが自由に決めます。

　時々、在宅介護支援センターごぜんやまの職員が活動のア
ドバイスをしてくれたり、区長
や、民生委員が、参加者の元気
な顔を見に来てくれます。

　御前山地域の2層協議体「あ・い・よ御前山」（あ・い・よ　あづまっぺ！いがっぺ！よがっ
ぺ！の略）のメンバーから区長へ事業の趣旨を説明し、協力を依頼したところ、快く承諾してい
ただき、地区内の回覧をはじめ、看板作りなどの支援をしてくださいました。
　多くの住民の皆様の参加をお待ちしています。

災害義援金にご協力ありがとうございました！

常陸大宮市地域支え合いセンター

これが生活支援体制整備事業です!! パート2
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コロナに負けるな！ひとり親世帯支援！
　社会福祉協議会では、ひとり親世帯支援として茨城県共同募金地域福祉特別助成助成金を活用
するとともに、趣旨にご賛同いただいた市内の企業・団体等にご協賛いただき、お米・麺類・イ
ンスタント食品・菓子類等を支援品として、希望する157世帯に配布しました。

（協賛企業・団体） ※敬称略・順不同

常陸農業協同組合 アサヒグループ食品㈱ 水戸ヤクルト販売㈱
日本ジフィー食品㈱ ほりえ農園 堀江製菓いしごろも
㈱ヨークベニマル 中橋製麺所 ㈱ふるさと活性化センターみわ
㈲軍司麺業 ㈱スズキ スーパーヒロセヤ常陸大宮店
道の駅常陸大宮「かわプラザ」 ㈱ひたち農園 おおみや元気食堂
㈱かわねや大宮店 グリコマニュファクチャリングジャパン㈱ おがわ地域振興㈱物産センターかざぐるま

（協力企業・団体）
三甲㈱ 水戸北部中核工業団地連絡協議会

　社会福祉協議会美和支所・緒川支所は、４月１日から下記に移転します。

支所名 移転先 電話番号 FAX番号

美和支所 〒319-2692 常陸大宮市高部5281-1
（市役所美和支所内） 0295（58）3311 0295（58）2099

緒川支所 〒319-2492 常陸大宮市上小瀬2027-1
（市役所緒川支所内） 0295（56）2857 0295（56）5115

�
※電話・FAX番号は変わりません。

お礼のメッセージを
� いただきました。
�　コロナ禍で収入が減り、外
へ出掛けたり買い物に行くのも
制限されている中の支援に心よ
り感謝してます。家に持ち帰る
と「食べ物いっぱーい！」「こ
れ食べたーい！」とカゴいっぱ
いの支援品を前に子供が大喜び
していました。

ご協賛及びご協力くださいました企業・団体の
皆様、ありがとうございました。

美和支所・緒川支所 事務所移転のお知らせ
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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）
大曽根　實（12/１・１/４・２/４） 3,000

木村　三男 25,726

大宮地区�区長会OB会�代表�会長�河野達之 58,596

長田わかば会 7,205

小室　文相 100,000
㈱瀧工務店　従業員代表者　会澤雅則 5,000

物品預託 （敬称略・受付順）

未使用・使用済み切手
ご芳名 数量

大曽根　實（12/１・２/４） 17枚

退職公務員連盟大宮分会 155枚

匿名 134枚

退職公務員連盟美和・緒川分会　滝正大 69枚

大宮聖慈保育園 75枚

株式会社　やすくら工務店 400枚

長田わかば会 237枚

㈱セレモニー桑名 550枚

小澤　さつき 40枚

千曲鋼材株式会社 1,004枚

石﨑　馨 1,600枚

倉持　正彦 700枚

㈱瀧工務店　従業員代表者　会澤雅則 1,120枚

匿名 ２枚

有限会社�佐久間製材所�代表取締役�佐久間�俊彦 500枚

道の駅常陸大宮　かわプラザ 325枚

介川　トミ子 125枚

山方地区民生委員児童委員協議会 915枚

匿名 25枚

常陸大宮市国際交流協会 950枚

大宮第６区 375枚
匿名 50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

長田わかば会 13枚

匿名 ６枚

匿名 ２枚

岡﨑　英子 10枚

匿名 69枚

常陸大宮市国際交流協会 31枚

大宮第６区 45枚

未使用・使用済みプリペイドカード
ご芳名 数量

匿名 17枚

その他物品
ご芳名 数量

退職公務員連盟大宮分会
タオル146枚

毛糸たわし184枚

退職公務員連盟美和・緒川分会�滝正大 タオル149枚

退職公務員連盟�御前山分会�会長�石川晧一

タオル26枚

手ぬぐい２枚

障子紙３ロール

第一生命保険株式会社�那珂営業オフィス 絵本他223冊

現金払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
常陸大宮市社会福祉協議会 417,602

常陸大宮市社会福祉協議会 749,600

大宮高齢者クラブ連合会 15,000

物品払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 払出品
特別養護老人ホーム�サングリーンピア山方 タオル等340枚

地域包括・在宅介護支援センター３施設 タオル30枚

幼稚園・保育所12施設 タオル116枚

幼稚園・保育所12施設 毛糸たわし144枚

障害福祉サービス事業所�太陽・つくしんぼ 毛糸たわし40枚

特別養護老人ホームおがわ タオル149枚

善意銀行からのご報告
　令和２年12月１日から令和３年２月28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

お詫びと訂正
　12月第63号６ページの善意銀行からのご報告で、
ご芳名に誤りがございました。
　　誤　「有限会社　佐久間製作所」　
　　正　「有限会社　佐久間製材所」　
　誠に申し訳ございませんでした。
　心よりお詫び申し上げます。
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　日常生活での悩みや困り事等の相談に応じるために「一般相談」と「弁護士相談」を実施し、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。各地域で実

施いたしますので、ご希望の相談所をご利用ください。

開設場所： 社会福祉協議会本所（総合保健福祉センター　かがやき内）　
開 設 日： 毎週水曜日（ただし、第５水曜日、祝日、お盆期間、年末年始は除く）
開設時間： 午前９時～午後２時

令和3年4月 5月 6月 7月 8月 9月

7日（水） 12日（水） 2日（水） 7日（水） 4日（水） 1日（水）

14日（水） 19日（水） 9日（水） 14日（水） 18日（水） 8日（水）

21日（水） 26日（水） 16日（水） 21日（水） 25日（水） 15日（水）

28日（水） 23日（水） 28日（水） 22日（水）

10月 11月 12月 令和4年1月 2月 3月

6日（水） 10日（水） 1日（水） 12日（水） 2日（水） 2日（水）

13日（水） 17日（水） 8日（水） 19日（水） 9日（水） 9日（水）

20日（水） 24日（水） 15日（水） 26日（水） 16日（水） 16日（水）

27日（水） 22日（水） 23日（水）

開 設 場 所

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 市役所　美和支所

緒 川 地 域 緒川総合センター

御前山地域 御前山保健福祉センター

◎　一般相談は予約不要です。電話相談も受付けています。

◎　�弁護士相談は事前予約制としています。先着順（最大６名）
となります。

◎　�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・
開設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。

開設日時： 午後１時～午後４時

令和3年4月 5月 6月 7月 8月 9月

大 宮 地 域 28日（金） 27日（火） 29日（水）

山 方 地 域 18日（金） 17日（金）

美 和 地 域 20日（木） 19日（木）

緒 川 地 域 7日（月）

御前山地域 20日（火） 20日（火）

10月 11月 12月 令和4年1月 2月 3月

大 宮 地 域 26日（金） 27日（木） 18日（金）

山 方 地 域 19日（金） 18日（金）

美 和 地 域 16日（木）

緒 川 地 域 4日（月） 6日（月）

御前山地域 19日（火） 18日（火）

心配ごと相談・弁護士による無料法律相談を実施しています

一般相談

弁護士相談

予約・問い合わせ
社会福祉協議会本所
ＴＥＬ　53-1125
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　「つくしんぼ」は、心の病を抱えている方が、軽作業を
しながら人とのコミュニケーションをとる力や生活リズム
を整えて就労に向けての自信をつけるための場所です。

　「太陽」では、障碍を持つ利用者の皆さんが、協力し合いながら作
業を行っています。新型コロナウイルス感染症の影響で、季節の行事
やレクリエーション活動が中止になってしまい利用者の皆さんは寂し
い思いをしています。早く新型コロナウイルス感染症が終息し、いろ
いろな行事が再開できることを願っています。

　新型コロナウイルスは終息せず、日々感染拡大しつ
づけています。現状を考えるとクリスマス会の開催は
難しく、でも何か子供たちの楽しみを作ってあげたい
と母子会員、社会福祉協議会の方と話し合いをし、プ
レゼント配付のみなら出来るのではないかと、計画し
ました。参加者へはマスク着用をお願いし、密になら
ないように、ソーシャルディスタンスを守って実施致し
ました。参加者は、プレゼントを受け取ると、皆笑顔
で会場を後にされていました。子供たちの嬉しそうな
笑顔にこちらまで笑顔になっていました。クリスマス
プレゼントを無事配付できた事を嬉しく思います。�

母子部長　阿久津　幸子

●問い合わせ
　　　☎５３－６２６３

●問い合わせ
　　　☎５４－７８５６

障害福祉サービス事業所「つくしんぼ」見学・体験募集中

障害福祉サービス事業所「太陽」見学・体験募集中

母子寡婦福祉会

▲フルーツキャップの折込作業

コロナ禍でのクリスマス会
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　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき、誰もが安心して暮らすことのできるまちづ
くりを目指し、地域福祉の推進に取り組んでいる民間の社会福祉団体です。本会の活動にご理解
をいただき、会員加入へのご協力をお願いいたします。

社協の財源は？

会員加入とは？

会費の納め方は？

Ａ．市民の皆様からの会費（一般会費、特別会費）や共同募金会からの配分金、
寄付金のほか、国・県・市からの補助金・受託金等が財源となります。

Ａ．地域福祉の推進に取り組む社協の事業運営にご協力をいただくものです。
会費を納入いただくことにより、本会の会員として社会福祉事業に間接的に
参加いただくことになります。皆様から寄せられた会費は、人件費を除いた
事業運営の財源として活用されます。

Ａ．会費募集期間に各地域の班長に取りまとめをお願いしています。

会費は各地域の班長に取りまとめを依頼しています。
　●普通会員（各世帯）　　1口　� �500円
　　各世帯にご協力をお願いしています。
　●特別会員（個人）　　　1口　2,000円
　　�特に社協事業に賛同していただいた個人の方々にご協力
をお願いしています。

常陸大宮市社会福祉協議会会員加入のお願い

会費募集期間

５月１日～３１日
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。

　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、空いた
時間を有効に活用したい方、ぜひ援助会員へのご登録をお待ちしております！
　買い物の代行や子供の送迎など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。

●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できます
●活動時間に応じて活動費を支給
※援助活動費として、１時間700円、30分350円をお支払いします

家事援助
●食事の準備や後片付け
●衣類の洗濯、部屋の掃除
●話し相手

育児援助
●食事の準備や後片付け
●衣類の洗濯、部屋の掃除
●話し相手

移送援助
●病院への送迎
●外出支援
●買い物の付き添い

※育児援助、移送援助は活動を始める前に研修を受講していただきます。

ファミリーサポートセンター
援助会員（有償ボランティア）大募集

≪問い合わせ≫
ファミリーサポートセンター
　　　　　　　　（社会福祉協議会）

☎53-1125
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