
　前年度に開催した、託児所・学童ボランティア養成講
座の受講者11名を対象に、ステップアップ講座を開催し
ました。心理相談員の照山久美子さんを講師に迎え、「子
どもと楽しく関わるには…」という演題で、照山先生の
幼少期の古き良き子育て支援の話を交えながら、今の時
代に即応した子育て支援をお話しいただきました。親子
の会話のシナリオを使った実技では、隣の人とペアにな
り、母と子それぞれのセリフを読み合うことで、母の気
持ち、子の気持ちがよくわかり、育児ボランティアをす
る際の子どもとの理想的な接し方を学べました。

　照山先生に、先生おすすめの「ガンピーさんのふな
あそび」という絵本を朗読していただきました。子ど
もとの関わり方のお手本となる内容で、参加者の皆さ
んはまるで子どもの頃に戻ったように、熱心に聞き入
っていました。あっという間の２時間でしたが、この
講座で学んだことを、託児所や学童ボランティア等の
育児活動で活かしてもらいたいと思います。

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。

https://www.hitachiomiya-shakyo.jp/ 常陸大宮市社協
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令和２年度 事業報告
社協では、住民主体による様々な福祉事業の推進に努めました。

その一部をご紹介します。

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
る経済的負担の軽減を図ることを目的に、
児童扶養手当を受給しているひとり親世
帯に対し、茨城県共同募金会から交付さ
れた地域福祉特別助成金を活用するとと
もに、趣旨に賛同いただいた市内の企業・
団体等から、お米・麺類・インスタント
食品・菓子等の提供を受け、157世帯に
支援品として配布しました。

　予約制の複数の利用
者との乗り合わせ方式
による送迎サービスを
実施しました。

・総登録者数　　2,569世帯　4,538名
・新規登録者数　267名
・延べ利用者数　19,205名

　令和元年東日本台風（台風第19号）で
被災し、2回目の年末年始を仮設住宅で
迎える12世帯32名に、市内の温泉・温浴
施設で利用できる入館券と食事券のほか、
日用品の詰め合わせをお届けするととも
に、困っていることがないか聞き取りを
行いました。

　家事や育児の支援を受けたい人と支援
を行える人が会員登録をし、会員同士の
相互の援助を行いました。

・家事援助　298時間
・移送援助　194時間

　新型コロナウイルス感染症の影響による
失業や減収などで生活が困窮している方に
対し、生活資金の特例貸付を行いました。

・相談件数　　　　610件
・受付（申請）件数　279件
・貸付金額　109,350,000円

　市民の生活上の心配ごとや困りごとに、
相談員が面談や電話で問題解決の支援を行
うとともに、法律問題を伴う相談に応じる
ため弁護士による法律相談を行いました。

・一般相談　　28名
・弁護士相談　83名

　結婚満50年（金婚）、満60年及び満70
年（ダイヤモンド婚）を迎える夫婦に対し、
記念品（記念写真1組）を贈呈して長寿と
健康で幸せな家庭生活を祝福しました。

・金婚　51組
・ダイヤモンド婚　17組

ひとり親家庭支援事業予約制乗合タクシー運営事業

地域支え合いセンター運営事業

ファミリーサポートセンター事業
生活福祉資金特例貸付事業

心配ごと相談事業

金婚・ダイヤモンド婚記念事業

TAXI
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　通常の事業所に雇用されることが困難
な障がい者に、就労の機会を提供すると
ともに、一般就労に必要な知識及び能力
の向上に必要な訓練や支援を行いました。

・太陽　　　　利用者数　22名

・つくしんぼ　利用者数　12名

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世
帯を対象に、健康保持と孤独感の解消、
安否確認を兼ねて調理ボランティアによ
る手作り弁当のほか、業者の仕出し弁当
も活用して届けました。

利用者数　309名
延べ配食数　1,586食

※山方・美和・緒川・御前山地域で実施

就労継続支援「B型」事業所の運営ふれあい給食事業

ご協力ありがとうございます令和3年度
社協会費実績報告
（8月31日現在）

　社協では「誰もが安心して豊かに暮らせる地域づ
くり」を目指して、毎年市民の皆様から社協会費を
いただいております。皆様からお預かりした会費は、
社会福祉協議会が実施する地域福祉事業のほか、
市内12地区の社協支部に還元し、地域の各種活動
に活用させていただきます。

●金婚・ダイヤモンド婚記念事業
●ふれあい給食事業
●福祉芸能発表大会事業
●ひとり親家庭親子のつどい事業
●ボランティア連絡協議会研修事業
●ホームページ運営費・広報誌発行費等

●各区会議費　　●各種養成講座
●健康講座　　　●花いっぱい運動
●スズメバチ捕獲器作成・配布等

社協が実施する次の事業に
充当されます。（2,964千円）

会費の内、約45％が社協支部（各区）
へ還元されています。（2,336千円）

令和２年度  決算報告
収入 （単位：円） 支出 （単位：円）

勘　定　科　目 決  算  額 事業区分 サービス区分 決  算  額
会費収入 5,550,410

社会福祉
事業

法人運営事業 96,929,205
共同募金配分金収入 10,032,419 共同募金配分金事業 11,556,111
経常経費補助金収入 151,735,963 心配ごと相談事業 1,116,419
受託金収入 34,554,141 日常生活自立支援事業 730,440
就労支援事業収入 3,325,457 ファミリーサポートセンター事業 909,478
障害福祉サービス費等事業収入 40,322,930 小口資金貸付事業 130,950
事業収入 5,639,470 善意銀行事業 2,390,202
寄付金収入 1,000,628 災害見舞金事業 210,000
災害支援金収入 25,000 生活支援体制整備事業 6,858,205
貸付事業収入 160,000 地域支え合いセンター運営事業 1,098,354
その他の収入 27,621,692 障害者総合支援事業 15,046,770
前期末支払資金残高 57,711,000 就労継続支援事業 35,789,222

収　入　合　計 337,679,110
公益事業

予約制乗合タクシー運営事業 89,703,520
指定管理事業 12,733,937

支　出　合　計 275,202,813
当期末支払資金残高 62,476,297

地域名 会員数（世帯） 会費計（円）
大　宮 5,494 2,766,000
山　方 1,947 966,300
美　和 1,069 538,500
緒　川 991 497,500
御前山 1,064 532,000
合　計 10,565 5,300,300
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赤い羽根共同募金って
どんな募金？？

さまざまな方法で
募金は集められています

茨城県
共同募金会

常陸大宮市
社会福祉協議会

さまざまな活動に
募金が役立てられてます

　今年も10月1日から全国一斉に、「赤い羽根共同募金運動」が始まります。皆様からお寄せいただく募金は、
常陸大宮市内の高齢者・障がい(児)者・児童・青少年・ひとり親家庭などの支援を必要としている人たちや、
社会福祉団体の活動支援など、さまざまな地域福祉事業に役立てられます。
　皆様のあたたかいご理解とご支援をよろしくお願いします。

集められた募金は、一度すべてを茨城県共同募金会に納めた後、
翌年度にその募金額に応じて各市町村へ配分されます。

赤い羽根共同募金は、地域の身近な福祉活動を
資金面から支援する募金です。

「じぶんの町を良くするしくみ。」というキャッチ
フレーズのとおり、常陸大宮市で集められた募金
の約80％は、市内の身近な福祉活動に役立てら
れています。

☆戸別募金
☆学校募金
☆法人募金・職域募金
☆街頭募金
☆その他の募金（自販機ほか）

集められた
募金の送金

地域の団体へ
活動助成

募金の配分

県内各市町村の
共同募金をとりまとめ

翌年4月に
募金の配分を受けます

☆手をつなぐ育成会助成
☆身体障害者福祉会助成
☆金婚・ダイヤモンド婚記念事業
☆高齢者クラブ連合会助成
☆敬老祝金（100歳以上）贈呈事業
☆母子寡婦福祉会助成
☆ひとり親家庭児童入学支度金贈呈事業
☆ボランティアサークル助成
☆ボランティア協力校助成事業（市内小中学校）
☆地域活動助成
　（社協支部・民生委員児童委員協議会）
☆災害用備品の購入

今年度より「赤い羽根」に
代わり、戸別募金では寄付
済証を配布いたします。

※戸別募金以外の募金では、
　「赤い羽根」を配布します。

運動期間：10月1日～12月31日
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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。

　7月2日（金）コロナ禍でレクリエーション活動が思うようにできない中、
ボランティアサークル「あすなろ」の皆様に久しぶりにご来訪いただき、一
緒に七夕飾り作りをしました。外はあいにくの雨模様でしたが、みんなで
新型コロナウイルス感染症の終息を願いながら玄関に笹飾りを立てました。

　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染拡大により、経済的
影響を大きく受けたひとり親世帯を支援するため、希望する36世帯に
お米を配布しました。
　今後も継続的な支援を行ってまいります。

障害福祉サービス事業所 「太陽」

ひとり親世帯支援事業

　令和3年6月1日から8月31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。

善意銀行からのご報告
善意銀行

現金預託 （敬称略・受付順） 物品預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円） 使用済みプリペイドカード
大曽根　實（6/4・7/1・8/12） 3,000 ご芳名 数量
小池　とみ 100,000 南町長寿クラブ 517枚
坂本　芳夫 2,650
鹿島　章 8,844 未使用・使用済みハガキ
圷　実 10,000 ご芳名 数量
小室　脩 100,000 大宮第6区 8枚

大曽根　實 1枚
物品預託 （敬称略・受付順）

未使用・使用済み切手 その他物品
ご芳名 数量 ご芳名 数量

大曽根　實（6/4・7/1） 19枚 石塚　美和子 タオル100枚
千曲鋼材株式会社　茨城事業所 973枚 株式会社ダイナム茨城常陸大宮店 食料品他一式76点
御前山精密株式会社 700枚 圷　実 梅干し7㎏
匿名 1,050枚 木村　米子 雑巾35枚
大宮第６区 616枚
美和高齢者クラブ野沢会 425枚 現金払出 （敬称略・払出順）

宇留野　勲光 3,500枚 ご芳名 金額（円）
緒川げんき保育園 350枚 常陸大宮市社会福祉協議会 720,000
山方地区民生委員児童委員協議会 537枚
有限会社真撰（舟納豆） 919枚 物品払出 （敬称略・払出順）

常陸大宮市国際交流協会 500枚 ご芳名 払出品
匿名 3枚 常陸大宮市文化センター 車椅子1台
株式会社グローバルオートパーツ 348枚 常陸大宮市社会福祉協議会 食料品他一式76点
匿名 55枚

ボランティア市民活動センター
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◎　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。

※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。

　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。

予約・問い合わせ
本所

TEL 53-1125

場所
時間

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
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
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

10月
6日（水）

13日（水）
20日（水）
27日（水）

4日（月）
後藤 直樹

弁護士

19日（火）
森田 冴子

弁護士

11月
10日（水）
17日（水）
24日（水）

26日（金）
岡田 利恵

弁護士

19日（金）
後藤 直樹

弁護士

12月
1日（水）
8日（水）

15日（水）
22日（水）

16日（木）
足立 貴弘

弁護士

6日（月）
藤田 奈津子

弁護士

（10月～12月の開設日）

　8月6日（金）小学4年生から6年生の親子7組が参加し、夏休
み体験ボランティア講座を栃木県の東日本盲導犬協会で実施し
ました。視覚障害者への接し方や、盲導犬の役割・必要性につ
いて講義を受けたほか、アイマスクをつけて盲導犬との歩行体
験も行いました。

夏休み体験ボランティア講座

盲導犬に会いに行こう！盲導犬に会いに行こう！

　盲導犬とふれあう時間もあり、参加者のみなさんは
笑顔で盲導犬と写真撮影をしました。新型コロナウイ
ルス感染症拡大の難しい時期の開催でしたが、参加者
からは“楽しかった”や“また参加したい”などうれしい言
葉をいただきました。この体験をとおし、視覚障害者
への思いやりの心が大きく育ってくれることを願います。

☆当社協の窓口には、東日本盲導犬協会の募金箱を設
置しており、集まった募金（1,134円）を盲導犬協会
事務局へお届けしました。
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常陸大宮市ファミリーサポート事業

「育児援助」案内
常陸大宮市ファミリーサポート事業

「育児援助」案内
この事業は育児に関して、お手伝いをしてほしい人「利用会員」と、お手伝いができる人「援助会員」が
会員として登録し、会員同士が相互援助活動を行う事業です。

●小学校や保育所などの開始前や終了後の子どもの預かり
●保護者の外出の際（学校行事や冠婚葬祭等）の一時的な
　子どもの預かり
●市内の保育所・幼稚園・学童保育施設への子どもの送り迎え
●産前産後の妊産婦のお手伝い

援助会員（両方会員で援助活動を行う方を含む）は

利用会員（お手伝いをしてほしい人）
市内にお住い、または市内に勤務する生後 6 か
月以上小学生６年生以下の子どもの保護者

援助会員（お手伝いができる人）
心身ともに健康で積極的に育児援助活動を行う
ことができる２０歳以上の方

●活動前に講習を受けていただきます（無料）。ご自分の育児にも役立つ内容です。
●活動費として、1 時間 700 円、30 分 350 円をお支払いいたします。
●活動中の事故やけがに備えて保険に加入していただきます（自己負担なし）。

●午前 7 時～午後 9 時までの間です
●休業日：土曜日・日曜日・祝日・12/29 ～ 1/3
　（ただし、援助会員が確保できれば
　 この限りではありません )

ファミリーサポート事業「育児援助」のしくみ

このようなお手伝いをします 利用料金は…

利用について利用できる時間は…

援助会員さんに
お願いしてみましょう

常陸大宮市社協

利用会員 援助会員
お手伝いをしてほしい人 お手伝いができる人

利用依頼

援助活動

協力依頼

日　　時 講習項目

第1日目 10月25日(月)午前9時30分～12時 ファミリーサポートについて、身体の発育と病気、
小児看護の基礎知識、安全・事故

第2日目 10月26日(火)午前9時30分～12時 保育の心、子どもの世話へのケアーと援助、子ども
の遊び、子どもの栄養と食生活

第3日目 10月27日(水)午前9時30分～12時 心の発達と保育者のかかわり、修了証授与

会場は総合保健福祉センター「かがやき」です。
新型コロナウイルスの感染状況により講習会を中止・
変更する場合があります。
申込者多数の場合、別の機会を案内させていただく
ことがありますのでご了承ください。

育児援助活動を行うには、以下の３日間の講座を受講する必要があります。

１時間５００円
（1 時間を超えて３０分ごとに２５０円）
事前に利用券（1 時間券または３０分券）を購入していただき、
現金ではなく利用券での支払いとなります。

●サービスの開始前には打ち合わせ（顔合わせ）を行います。
●預かり場所は原則援助会員宅です。
●育児援助活動（子どもを乗せている）以外で移動等に援助

会員の自家用車を利用した場合、利用会員には往路片道分
のガソリン代（1㎞に付き 20 円）をご負担いただきます。

　なお、復路分は社会福祉協議会で助成いたします。
●援助会員の自家用車に子どもを乗せる場合、チャイルドシー

ト・ジュニアシートは利用会員の物を使用します。

利用券やガソリン代
の支払い

〇 /〇午後 2 時から
中学校の面談があるので、
6 歳の妹を預かってほしい
という依頼がありました

両方会員

利用会員（お手伝いをしてほしい人）
援助会員（お手伝いができる人）

両方の
登録

はい、
いいですよ 

新規会員募集中!!

〇 /〇午後 2 時から
中学校の面談があるので、
6 歳の妹を預かって
ほしいのですが
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理事（8名）・監事（2名） 評議員（14名）
役職名 氏　名 備　考 役職名 氏　名 備　考
会長 鈴　木　定　幸 行政機関 評議員 山野井　洸　俊 地域住民

副会長 梶　山　登　司 地域住民 岸　　　哲　生 地域住民
常務理事 丹　　　茂　樹 行政機関 石　澤　好　文 地域住民

理事 大　森　　　猛 福祉関係団体 大　金　正　一 行政機関
石　﨑　育　子 福祉関係団体 阿久津　光　男 福祉関係団体
野　上　　　保 福祉事業者 岡　山　　　壽 福祉関係団体
佐　藤　　　誠 地域住民 長　山　喜代志 福祉関係団体
宮　下　典　子 学識経験者 青　山　洋　子 福祉関係団体

監事 鈴　木　邦　夫 財務管理識見者 鈴　木　昌　子 福祉関係団体
後　藤　悟　子 福祉事業識見者 龍　﨑　ひとみ 福祉事業者

小　橋　達　也 福祉事業者
堀　江　親　一 福祉当事者団体
露久保　真依子 福祉当事者団体
大　森　瑠璃子 学識経験者

〒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
https://www.hitachiomiya-shakyo.jp/

任　期
理事・監事：令和4年度決算に関する定時評議員会
　　　　　　の終結の時まで
評　議　員：令和6年度決算に関する定時評議員会
　　　　　　の終結の時まで

　長い間、当協議会の運営にご尽力いただき、
誠にありがとうございました。

改選で退任された役員

新しい役員が決まりました

理　事 綿引　義久 様　　茂垣きよ江 様
監　事 自見　友一 様
評議員 川又　幸夫 様　　関　多惠子 様

三次　芳子 様

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

編集・発行／社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会

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。

常陸大宮市高齢者クラブ連合会では、第8回ゴルフ交流大会を開催します。
会員以外の方も参加いただけますので、参加を希望される方は以下によりお申し込みください。

第8回ゴルフ交流大会参加者募集常陸大宮市高齢者クラブ連合会

●日　　時　令和3年11月4日（木）ロッキーコース・レイクコースとも午前8:00スタート
　　　　　　※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止する場合もあります。
●場　　所　ゴルフ倶楽部　セブンレイクス
●競技方法　18ホール・ストロークプレー「新ペリア方式」
　　　　　　同スコアの場合は、年長者を上位とします。
●参加資格　高齢者クラブ会員及び非会員で概ね60歳以上の市内在住者
●参 加 費　1,000円
　　　　　　申込時にお支払いください。
　　　　　　当日欠席の場合でも、参加費の返金はいたしません。
●プレー費　5,500円（税込、昼食付）フロントにて各自精算してください。
　　　　　　利用税の減免があります。　　65歳以上・・・半額免除
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70歳以上・・・全額免除
　　　　　　（運転免許証や健康保険証等、年齢が確認できるものを朝の受付時にフロントへ提示してください）
●申込方法　各単位高齢者クラブ会長または社会福祉協議会本所・各支所へお申し込みください。
●申込期限　令和3年10月15日（金）
●募集人数　100名
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