
　配送ボランティアの皆さんは久しぶりにお弁当を届け、利用者さんの笑顔を見ることができました。
利用者の皆さんもコロナ禍で人と接する機会が少なかったからか、ボランティアさんとの会話がとて
も嬉しそうでした。

　久しぶりのお弁当作りで、ボラン
ティアさんはいつも以上に心を込め
て調理しているように感じました。
　休止期間中は、事業再開に備え、
調理器具の点検や料理の練習をした
ボランティアさんもいました。

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

公式
SNS

アカウント名：常陸大宮市社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言の終了により、

ふれあい給食事業を再開しました！ふれあい給食事業を再開しました！

11月より

皆さんふれあい給食事業の再開を心待ちにしていました。
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　　 寄付つき赤い羽根自動販売機の設置にご協力ください
Ｐ５　ボランティア市民活動センター（善意銀行）
Ｐ６　常陸大宮市ファミリーサポート事業
　　 援助会員（育児・家事・移送）講習会を開催
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第71回 茨城県社会福祉大会
　永年にわたり常陸大宮市の社会福祉の発展に功績のあった以下の方々が顕彰されました。受賞され
た皆様、おめでとうございます。なお、顕彰を目的として10月27日（水）開催が予定されていた第７１
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。

【社会福祉施設職員・社会福祉団体職員】
菊池　万紀　　　　（山方保育所）
沼田　亜紀子　　　（山方保育所）
川井　陽子　　　　（山方保育所）
志保石　志穏里　　（山方保育所）
小林　美砂世　　　（あゆみ保育園）
峯島　飛鳥　　　　（あゆみ保育園）
竹江　道子　　　　（あゆみ保育園）
圷　ちい子　　　　（博友会）
江幡　和子　　　　（博友会）
阿久津　幸子　　　（博友会）
海老根　千恵子　　（市社会福祉協議会）
佐藤　敦子　　　　（市社会福祉協議会）
片岡　明美　　　　（市社会福祉協議会）
佐藤　恵美子　　　（市社会福祉協議会）

有限会社瑞穂農場
代表取締役社長　下山　一郎

【社会福祉施設・社会福祉団体職員】
住谷　幸子	 （大賀保育所）
森嶋　郁子	 （大賀保育所）
大髙　千賀	 （大賀保育所）
神長　恵子	 （聖慈保育園）
間宮　由貴	 （聖愛保育園）
小林　千紗	 （聖愛保育園）
山本　瞳美	 （聖愛保育園）
山口　惠	 （聖愛保育園）
海老根　博	 （ひまわり保育園）
亘　弘勝	 （ひまわり保育園）
後藤　愛子	 （きらきら保育園）
藤田　章宏	 （大宮フロイデドルフ）
木村　末子	 （フロイデグループホーム桂）
石﨑　仁子	 （フロイデグループ）
小林　明美	 （在宅サポートセンター城里）
古室　道子	 （フロイデ総合在宅サポートセンター美和）
川又　幸夫	 （市社会福祉協議会）
三次　芳子	 （市社会福祉協議会）
大森　猛	 （市社会福祉協議会）
伊藤　澄子	 （市社会福祉協議会）
外山　文彦	 （市社会福祉協議会）

　今日までの長い歳月をご健勝で、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77組、ダイヤモンド婚36組の
申込みがありました。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。

金婚・ダイヤモンド婚おめでとうございます

県知事表彰

感謝状

県社協会長表彰
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お礼のメッセージをいただきました !!

ひとり親世帯支援！第 弾2
　コロナ禍の影響により、仕事と子育てを1人で担っているひとり親世帯はパート収入等の減少、雇い止め等
様々な理由で生活面に支障がでています。ひとり親世帯に対する支援事業として、赤い羽根共同募金の助
成金及び茨城県社会福祉協議会の助成金を活用するとともに、趣旨にご賛同いただいた常陸大宮市内の個
人・企業・団体等から食料品のご寄付をいただき、10月7日（木）・8日（金）・9日（土）の3日間にわたり希
望する155世帯に、お米・麺類・インスタント食品・レトルト食品・
菓子類等を支援品として配布しました。

（個人） ※敬称略・順不同

長岡　弥生 長嶋　丞子 渡邊　　優
石﨑　三枝子 匿名　　　　８名

（協賛企業・団体）
常陸農業協同組合 ㈱ひたち農園 日本ジフィー食品㈱
㈱ヨークベニマル常陸大宮店 アサヒグループ食品㈱ おおみや元気食堂
水戸ヤクルト販売㈱ ㈲軍司麺業 ㈲中橋製麺所
㈱スーパーヒロセヤ常陸大宮店 ㈱ニラク常陸大宮店 ㈱ダイナム茨城常陸大宮店
㈱スズキ 道の駅常陸大宮「かわプラザ」 ㈱ふるさと活性化センターみわ
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

コロナに
負けるな！

ご協賛及びご協力くださいました個人・企業
・団体の皆さま、ありがとうございました。
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◎事前予約制です。※先着順（最大6名）
◎どの会場でも相談できます。
◎相談時間はお1人様約30分です。

弁護士相談〈要予約〉

一般相談〈予約不要〉

時間：午後1時～ 4時

時間：午前9時～午後2時
開催場所：総合保健福祉センター
　　　　　かがやき
◎電話相談も受け付けております。※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・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。

予約・問い合わせ
本所

TEL 53-1125

開設日 場　　所 弁護士

1月
18日（火）御前山保健福祉センター 森田	冴子弁護士

27日（木）総合保健福祉センターかがやき 岡田	利恵弁護士

2月 18日（金）山方公民館 藤田	奈津子弁護士

3月 18日（金）総合保健福祉センターかがやき 岡田	利恵弁護士

開設日

1月
12日（水）
19日（水）
26日（水）

2月
2日（水）
9日（水）
16日（水）

3月

2日（水）
9日（水）
16日（水）
23日（水）

（1月～3月の開設日）

赤い羽根自動販売機の
設置にご協力ください寄付つき

設  置  者

購  入  者

飲料メーカー

共同募金会

設置にご協力いただける場合は、常陸大宮市共同募金委員会までご連絡ください。☎53-1125

※現在設置している自動販売機を「赤い羽根自動販売機」に切り換えることもできます。

販売手数料

物品

購入

寄付金

　赤い羽根自動販売機は、ドリンクが購入されるたびに、一定額が赤い羽根共同募金に寄付
される自販機のことです。自販機を設置する人、飲料メーカー、購入者の誰もが寄付者となる
新しい寄付のかたちです。
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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。

　令和3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。

善意銀行からのご報告
善意銀行ボランティア市民活動センター

物品預託	 （敬称略・受付順）
使用済みプリペイドカード
ご芳名 数量

小室　優斗 4枚
退職公務員連盟　御前山分会　分会長　石川		晧一 9枚

その他物品
ご芳名 数量

平塚　秀子 紙おむつ326枚

匿名 固形石鹸15個
洗濯用粉洗剤1箱

匿名 米30㎏
匿名 米20㎏
匿名 雑巾40枚

匿名

紙パンツ5袋
尿取りパッド4袋

簡易トイレ凝固剤9個
防災用トイレ袋2箱

退職公務員連盟　御前山分会　分会長　石川		晧一 タオル50枚
雑巾14枚

木村　徹男 タオル50枚

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 38,000
美和クロッケー好友クラブ 10,750

物品払出	 （敬称略・受付順）
ご芳名 預託品

介護老人保健施設・在宅介護支援センター 2施設
幼稚園・保育所9施設

タオル100枚
雑巾35枚

介護老人保健施設・在宅介護支援センター 2施設 紙おむつ326枚
在宅介護支援センター 1施設
幼稚園・保育所4施設 固形石鹸15個

障害福祉サービス事業所　太陽 洗濯用粉洗剤1箱
NPO法人フードバンク茨城 米30㎏
NPO法人フードバンク茨城 米20㎏

特別養護老人ホーム みのり園 紙パンツ5袋
尿取りパッド4袋

常陸大宮市社会福祉協議会 簡易トイレ凝固剤9個
防災用トイレ袋2箱

現金預託	 （敬称略・受付順）
ご芳名 金額（円）

大曽根　實（9/1・10/1・11/9） 3,000
小室　優斗 1,137
有限会社瑞穂農場
代表取締役社長　下山一郎 500,000

株式会社スーパーヒロセヤ常陸大宮店 59,330

物品預託	 （敬称略・受付順）
未使用切手・使用済み切手
ご芳名 数量

大曽根　實 3枚
大宮第6区 330枚
匿名 1枚
青柳　友子 150枚
千曲鋼材株式会社 911枚
丸真食品株式会社 1,303枚
匿名 719枚
新日本婦人の会常陸大宮支部山方班 1,552枚
飯嶋　英子 189枚
常陸華の里 1,550枚
品川重工株式会社 2,220枚
匿名 195枚
小河原　良子 2,185枚
公益財団法人みずほ農場教育財団 1,067枚
匿名 3,360枚
山方地区民生委員児童委員協議会 133枚
小森　栄二 432枚
匿名 1,695枚
道の駅常陸大宮　かわプラザ 309枚
退職公務員連盟　御前山分会　
分会長　石川　晧一 234枚

未使用・使用済みハガキ
ご芳名 数量

大曽根　實 9枚
大宮第6区 43枚
山方地区民生委員児童委員協議会 1枚

寄付のご報告
　有限会社瑞穂農場	代表取締役社長	下山	一郎	様から常陸大宮
市と善意銀行へそれぞれ500,000円が寄付され、常陸大宮市役
所において贈呈式を行いました。下山様からは、多年にわたり毎
年同額のご寄付をいただいており、お預かりした寄付金は市内の
小学校・幼稚園・保育園へ遊具や図書等の購入費用として助成し
ています。
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常陸大宮市ファミリーサポート事業とは、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）
が会員登録し会員同士で相互援助活動を行う事業です。

家事・移送援助会員として活動する上で注意したい「交通安全」
について大宮警察署員を講師にお迎えし講話をいただきました。
援助会員の皆さんは活動に役立てようと真剣に参加されました。

11月5日（金）開催　家事・移送援助会員講習会

10月25日（月）・26日（火）・27日（水）開催　育児援助会員講習会

身体の発育と病気／小児看護の基礎知識／事故・安全
講師　NPO 法人虹のポケット
　　　病後児保育室ふわふわボッコ室長　小口　世子先生

ファミリーサポート事業「育児援助」の概要について
説明　社協職員

保育の心
講師　美和認定こども園　馬籠　美千代先生

子どもの世話
講師　山方保育所　菊池　万紀先生

子どもの遊び
講師　大賀保育所　石沢　栄子先生

子どもの栄養と食生活
講師　こども課栄養士　大内　誠子先生

心の発達と保護者のかかわり
講師　心理相談員　照山　久美子先生

ファミリーサポートセンターでは利用会員・援助会員を募集しています!!

常陸大宮市ファミリーサポート事業
援助会員（育児・家事・移送）講習会を開催

常陸大宮市ファミリーサポート事業
援助会員（育児・家事・移送）講習会を開催

移送援助活動中には
自動車に掲示します

９科目修了者への修了証授与

育児援助会員として活動する上で子どもを安心安全に預かるために、必要な知識の習得を目的とした９つの講
習科目を、それぞれの専門分野の講師にお願いしました。修了者が援助会員としてお子様をお預かりしますので、
ご利用を考えている保護者の方はぜひ利用会員への登録をお願いします。
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、２年ぶりの
開催となります。今回は感染防止対策を徹底するため出
場組数を減らしたり、時間の短縮を図るなど、開催内容
を大きく変更して開催します。皆様のご理解とご協力の
ほどよろしくお願いします。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止とする
　場合があります。

　11月22日（月）常陸大宮市身体障害者福祉会の歩く会で、
大子おやき学校とりんご狩りに行ってきました。あいにくの
天気でしたが、コロナの影響で長期間事業を実施できなかっ
たこともあり、久しぶりに会員さん同士で顔を合わせること
ができ、会話も弾み、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会員を募集しています。興味のある
方は社会福祉協議会までご連絡ください。

　9月14日（火）災害ボランティアセンターで使用する資機材の
取扱訓練を実施しました。
　2019年10月の台風19号の被害に伴い、災害ボランティアセン
ターを開所した経験から、毎年少しずつ運営用の資機材の整備を
進め、これまでに約20種類の資機材を整備しました。
　これらの資機材は使い方に慣れておかないと、いざという時に
役に立たないことから、職員を午前と午後に分けて、実際にワン
タッチパーテーションや避難所用間仕切り、折り畳み式簡易個室
を組み立てたり、炊き出し釜やプロパンガス専用の発電機にガス
ボンベを接続して稼働させてみるなど、災害時に有効適切な使用
ができるよう、職員全員が取扱い方を確認しました。

日時：令和4年3月4日（金）　午前9時15分～
場所：常陸大宮市文化センター ロゼホール  大ホール

令和3年度 福祉芸能発表大会を開催します!!

災害ボランティアセンター
運営用資機材の取扱訓練

常陸大宮市身体障害者福祉会 歩く会

ひとり親家庭 親子のつどい
　11月13日（土）ひとり親世帯の親子17世帯42名の参加により、
那須ハイランドパークへ行ってきました。新型コロナウイルスの感
染拡大による緊急事態宣言が解除されたこともあり、パーク内はど
のアトラクションも行列ができるなど混みあっていましたが、参加
した皆さんは遊園地で過ごす親子の時間を楽しんでいました。限ら
れた時間の中で、ひとつでも多くのアトラクションに乗ろうと走り
回ったためか、帰りのバスの中では疲れて熟睡しているお子さんが
ほとんどでした。
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〒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/
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第8回 ゴルフ交流大会

常陸大宮市高齢者クラブ連合会活動報告

　11月4日（木）清々しい秋晴れの中、会員の新規加入促進と
交流を目的として、ゴルフ倶楽部セブンレイクスでゴルフ交流
大会が開催されました。総勢103名が参加し、優勝を目指して
全力でプレーしました。

　結果は以下のとおりです。
　　優　勝　熊田　宏之（三区ゆうゆうクラブ）写真中央
　　準優勝　川上　邦夫（油河内長楽会）写真右
　　第三位　渡辺　年雄（照山長寿会）写真左

　11月18日（木）～19日（金）　リーダー研修会を実施しまし
た。単位高齢者クラブの役員23名の参加により東日本大震
災・原子力災害伝承館（福島県）を視察してきました。この
施設は、東日本大震災による原子力災害の記録と記憶の風化
防止のために、複合災害の教訓を未来へ継承、世界に発信す
る情報拠点として昨年開設された資料館です。24万点にお
よぶ収蔵資料を活用した展示のほか、地震・津波による被災
の映像、語り部による講和等により、改めて地震による原子
力災害、津波の恐ろしさを実感しました。

　女性会員交流事業として、グラウンドゴルフ大会が、11月8日（月）ひたちの
圀の健楽園で開催されました。女性会員に限定して行う大会は初めてで、あちら
こちらで笑い声が聞こえ、和やかで華やかな大会となりました。

　結果は以下のとおりです。
　　優　勝　竹之内桂子　（野上長寿会）写真中央
　　準優勝　鹿志村みとり（若林つばさ会）写真右
　　第三位　佐藤　澄江　（大岩高岩会）写真左

　10月22日（金）常陸大宮市高齢者クラブ
連合会の理事6名に対し、大宮警察署長から、
反射材着用推進リーダー（キラリリーダー）
を委嘱されました。理事を代表して堀江会長
へ青砥署長から委嘱状が交付されるととも
に、鈴木市長から反射材を受け取りました。
日暮れが早くなり、事故が起こりやすくなる
のと、年末に向けて交通事故が多発する時期
を迎えるので、反射材の着用を心がけ、高齢
者の交通事故ゼロにつながればと思います。

女性会員交流事業「グラウンドゴルフ大会」

リーダー研修会

反射材着用推進リーダー委嘱式
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