
　「音訳せせらぎ」は視覚に障がいのある方のため
に、墨字（活字）で書かれている書籍や雑誌、広報誌、
新聞などの内容を音声にして伝える音訳のボランテ
ィア活動を行っているサークルです。
　広報常陸大宮、お知らせ版、議会広報や社協だよ
り新星の内容をカセットテープに録音し、毎月2回市
内の視覚障がい者の方にお送りしています。

　市内在住の視覚に障がいがある方で、音訳テープを
ご希望の方は、社会福祉協議会（☎53-1125）までご
連絡ください。

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３年度共同募金報告

募金総額 11,183,992円

地域名 戸数（世帯） 一般募金 歳末募金 募金合計
大宮地域 5,881 4,651,300円 1,176,200円 5,827,500円
山方地域 1,918 1,429,600円 383,600円 1,813,200円
美和地域 1,056 846,800円 211,200円 1,058,000円
緒川地域 939 750,700円 187,800円 938,500円
御前山地域 1,048 825,500円 209,600円 1,035,100円

合　　計 10,842 8,503,900円 2,168,400円 10,672,300円

戸別募金	 10,672,300円

くりえーとセンター大宮 イオン常陸大宮店 常陸大宮街づくり（株） やすらぎの里公園 グリーンハウス大宮
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」 長田土地改良区
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 レストラン山ゆり
ウエルシア常陸大宮山方店 シルバー人材センター山方支所 美和ささの湯
美和物産センター「北斗星」 老人福祉センター「やすらぎ荘」 ツルハドラッグ御前山店
緒川物産センター「かざぐるま」 ごぜんやま温泉保養センター「四季彩館」 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
常陸大宮市消防本部 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
西部総合公園体育館 常陸大宮市振興財団 緒川総合センター 御前山市民センター 社会福祉協議会本所・支所

職域募金	 98,397円

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	 240,310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 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	 86,230円

ＪＲ常陸大宮駅前

街頭募金	 1,172円

小瀬福祉会 特別養護老人ホームみわ （株）大宮自動車教習所 （株）茨城テック （株）大宮測研
日本ジフィー食品（株）水戸工場

法人募金	 58,545円

（特非）恵 PIECE やまがたすこやかランド三太の湯 ごぜんやま温泉保養センター「四季彩館」
美和ささの湯 市役所御前山支所（体育館） 総合保健福祉センター「かがやき」

自動販売機募金・預金利息等	 27,038円

　10月1日より始まりました「赤い羽根共同募金」にご協力ありがとうございました。
　お寄せいただきました募金は、常陸大宮市や茨城県内の福祉活動のために役立て
られるほか、災害時における支援、新型コロナウィルスでの福祉課題解決のための
事業に活用されます。
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災害義援金にご協力ありがとうございました！
　本会に寄せられた義援金をご報告します。

　・令和３年福島県沖地震災害義援金 110円
　・令和３年島根県松江市大規模災害義援金 230円
　・令和３年７月島根県大雨災害義援金 55円
 （令和4年2月28日現在）

　皆さま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。

　株式会社セブン-イレブン・ジャパン様の社会福祉貢献活動と
しまして、店舗移転に伴い発生した在庫商品の一部を、茨城県社
会福祉協議会を通じ、寄贈いただきました。
　寄贈いただいた商品は、生活に困難を抱えた世帯や地域福祉を
推進するための事業などに有効に活用させていただきました。
　ありがとうございました。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン様から
寄贈いただきました!!

　第71回茨城県社会福祉大会で、大竹正美さんが自立更生者
に対する知事表彰を受賞しました。大竹さんは、茨城県手をつ
なぐ育成会生活支援委員会本人部会の初代委員長を務めるな
ど、本人交流活動の推進に多大な貢献をされました。
　おめでとうございました。

　まだまだ続くコロナウイルスの影響で、多くの制限がある中、
クリスマス会としてプレゼント配布を実施して下さり、感謝の気持ちでいっぱいです。
　本来ならば楽しいはずのクリスマスもどことなく静かで、昨年に続き、今年も家族で過ごす家庭が
多かったと思います。仕方のないことと分かっていても、子供たちにとってはとても寂しいことだと
思います。でも、このクリスマス会で、プレゼントを受け取りに来た方達からは「こんなにたくさん
ありがとうございます。」という声をいただき、お子さんと笑顔で帰っていく姿を見て、とても温か
い気持ちになりました。
　私も子供たちと三人でケーキを食べ、同じようにみんなが笑顔になってくれたらいいなと思いました。
　改めまして、企画、実行して下さったことに感謝致します。

母子部長　鈴木 有紀

令和３年度

社会福祉自立更生者知事表彰

クリスマス会
母子寡婦福祉会
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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。

　各保険の加入手続きは、ボランティア市民活動センター（社会福祉協議会）窓口にて、ボランティア保険専用の加入申込書に必要
事項を記入し、保険料を添えてお申込みください。

ボランティア行事用保険ボランティア活動保険

ボランティア保険に加入しましょう!!安心して
活動するために…

　令和3年12月1日から令和4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。
　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

現金預託 （敬称略・受付順）
ご芳名 金額（円）

大曽根　實（12/3・1/4・2/4） 3,000
長田わかば会 5,750
匿名 1,840
匿名 5,764

物品預託 （敬称略・受付順）
未使用・使用済み切手

ご芳名 数量（枚）
千曲鋼材株式会社　茨城事業所 1,068
大曽根　實（12/3・1/4・2/4） 24
大宮第6区 402
大宮地区民生委員児童委員協議会 1,145
退職公務員連盟　大宮分会 873
退職公務員連盟　美和・緒川分会 112
長田わかば会 164
石川　幸子 810
匿名 1,450
大宮聖慈保育園 105
特別養護老人ホームみわ 500
大宮自動車教習所 2,430
木村　羊一 60
レインボークラブ 115
匿名 2,505
匿名 368
相田　初江 742
なかのや 260
高林　由美子 300
南町長寿クラブ 190
株式会社やすくら工務店 350
匿名 885

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（枚）
大宮第6区 2
長田わかば会 78
匿名 1
大曽根　實 11
なかのや 49
南町長寿クラブ 1

使用済みプリペイドカード
ご芳名 数量（枚）

大宮地区民生委員児童委員協議会 3
南町長寿クラブ 204

その他物品
ご芳名 品名・数量

退職公務員連盟常陸大宮支部　
山方分会長　菊池久義 タオル等　400点

あすなろ会 タオル　40枚

退職公務員連盟　大宮分会

タオル　92枚
洗剤　3個

毛糸タワシ180個
ポケットティッシュ 50個

退職公務員連盟　美和・緒川分会 タオル　160枚
ホテル鮎亭 タオル　250枚
高林　由美子 雑巾　70枚

物品払出 （敬称略・受付順）
ご芳名 預託品

特定非営利活動法人　おさだの杜 タオル500枚

障害福祉サービス事業所　太陽

毛糸タワシ180個
洗剤　3個

ポケットティッシュ 50個
タオル250枚

特別養護老人ホーム　おがわ タオル160枚
常陸大宮市文書館 車イス　1台
指定障害者支援施設　常陸華の里 雑巾　70枚

◆ボランティア保険とは？
　ボランティア活動中のケガや、他人に損害を与えたことにより損害賠償問題が生じた場合に補償する保険です。ボラ
ンティア活動に携わることで、社会の役に立てる喜びを感じられる反面、さまざまなリスクに遭遇する機会も増えます。
安心して活動に専念するためにも、ぜひご加入ください。

　活動中のさまざまな事故による加入者本人のケガや、
損害賠償責任を補償します。
　・活動中に階段から転落して通院した
　・相手に誤ってケガを負わせてしまった
　・活動中の花瓶を落として割ってしまった

　地域福祉活動や、ボランティア活動の様々な行事における
主催者・参加者のケガや、主催者の損害賠償責任を補償します。
　・参加者が転んでケガをした
　・会場設営の不備により参加者にケガをさせた
　・提供したお弁当が原因で食中毒になった

ボランティア保険に加入しましょう!!

新星 vol.684



◎ 一般相談は予約不要です。電話相談も受付けています。

令和4年4月 5月 6月 7月 8月 9月
大宮地域 27日（金） 26日（火） 27日（火）
山方地域 17日（金） 16日（金）
美和地域 19日（木） 18日（木）
緒川地域 9日（木）

御前山地域 19日（火） 19日（火）

10月 11月 12月 令和5年1月 2月 3月
大宮地域 25日（金） 26日（木） 17日（金）
山方地域 18日（金） 17日（金）
美和地域 15日（木）
緒川地域 6日（木） 8日（木）

御前山地域 18日（火） 17日（火）

大 宮 地 域 おおみやコミュニティセンター　
山 方 地 域 山方地域センター
美 和 地 域 美和地域センター
緒 川 地 域 緒川地域センター　
御前山地域 御前山地域センター

開設時間：午後1時～午後4時　

弁護士相談

※開設場所が一部変更になりましたので、
　お間違いのないようにお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、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。

◎ 弁護士相談は事前予約制となります。先着順（最大6名）となります。

開設場所：おおみやコミュニティセンター（常陸大宮市北町400-2）
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
電話相談：080-7808-9225（当日のみ）

令和4年4月 5月 6月 7月 8月 9月
6日（水） 11日（水） 1日（水） 6日（水） 3日（水） 7日（水）

13日（水） 18日（水） 8日（水） 13日（水） 10日（水） 14日（水）
20日（水） 25日（水） 15日（水） 20日（水） 24日（水） 21日（水）
27日（水） 22日（水） 27日（水） 28日（水）

10月 11月 12月 令和5年1月 2月 3月
5日（水） 2日（水） 7日（水） 11日（水） 1日（水） 1日（水）

12日（水） 9日（水） 14日（水） 18日（水） 8日（水） 8日（水）
19日（水） 16日（水） 21日（水） 25日（水） 15日（水） 15日（水）
26日（水） 22日（水） 22日（水）

一般相談

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
　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「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。

予約・問い合わせ
社会福祉協議会本所
TEL	53-1125

開設場所
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　足腰の衰え等により歩行に不安がある方を対象として、歩行の補助として使う
シルバーカー（歩行補助車）を購入する費用の一部を助成します。

※令和4年度から新規に実施する事業のため、令和4年4月1日以降に購入したものが対象になります。

助成対象となる商品
助成の対象となる「シルバーカー」とは、イラストのような高齢者用歩行補助車を指し、
次のいずれにも該当するもの
1．四輪で安定感がある手押し車であるもの
2．ブレーキ等、制御機能がついているもの
3．椅子としての機能又は荷物入れを有するもの
※ショッピングカーや荷物の運搬を目的とするものを除く

市内に住所を有する65歳以上の方で、歩行の際に補助車を必要とする方

対象者

助成額は購入費用の2分の1で限度額5,000円です。
※助成金の交付は、交付対象者1人につき1回限りとします。

助成内容

申請先：社会福祉協議会本所・各支所
社会福祉協議会本所・各支所の窓口にある「シルバーカー購入費助成金交付申請書」に
必要事項を記入し、次の写しと併せて提出してください。
◆購入日・金額、販売店の名称及び住所が記載された領収書
◆シルバーカーの形状が確認できるもの（取扱説明書等）
◆振込先口座の通帳
◆保険証等　※使用される方の氏名・住所・生年月日が確認できるもの
※シルバーカーを購入した日から30日以内に申請が必要です。

申請方法

シルバーカーの購入費助成のご案内

支所名 移転先 電話番号 FAX番号

緒川支所 〒319-2401 常陸大宮市上小瀬1259
（常陸大宮市緒川総合センター内） 56-2857 56-5115

※4月1日（金）より緒川総合センターは、「緒川地域センター」に名称が変わります。

緒川支所は、3月28日（月）から下記に移転します。

事務所移転のお知らせ

シルバーカーの購入費助成のご案内
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こんな乗り方もできます！
たとえば… お友だち同士でおでかけ

常陸大宮市予約制乗合タクシー

ご利用された方から「快適でした。また利用します!!」
との言葉をいただけました。
本日はご利用ありがとうございました。

みなさんもお友だち同士でのおでかけに乗合タクシー
を利用してみませんか？

乗合タクシーにはワゴン車とセダン車があります。
ご自宅までお迎えに行きます。

TAXI

それでは出発！
行ってきま～す！

到着しました！

ご紹介

これから温泉　で～す。

乗合タクシーを利用するには事前に利用者登録が必要になります。
常陸大宮市社会福祉協議会本所、各支所で登録の申請ができます。

お問い合わせ　社会福祉協議会本所　TEL	53-1125

予約センターで配車します予約センターで配車します
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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/

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、
赤い羽根共同募金の配分
金で発行しています。

常陸大宮市生活困窮者自立相談支援事業

　地域に暮らす人々が、安心して互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。
そんなまちづくりにむけて、常陸大宮市社会福祉協議会（社協）は日々活動しています。皆様から寄せら
れた会費は、社協が実施する地域福祉事業の大切な財源となっています。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

●生活に困っている
●仕事が見つからない
●病気で働けない
●家賃を払えない
●家族のことで悩んでいる
●将来が不安

　このような生活の困りごとや不安を抱いてい
る人の相談窓口です。支援員が相談を受けて、
どのような支援が必要かをあなたと一緒に考
え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いな
がら自立に向けた支援を行います。

　平成27年に法施行された生活困窮者自
立支援制度は、失業、多重債務、ニート、
ひきこもり、病気や障がいなどさまざまな
要因により経済的に困窮し、また離職によ
り住居を失う、又はその恐れのある方を対
象に、住居や就労の機会の確保や家計支援
等を行うことで、生活の見通し
がもてるよう相談支援
を行う制度です。

❶まずはご連絡を！
お電話でお話しを聞き、その後、面談
をして状況を広くお聞きします。

❸支援計画
相談者と一緒に課題の解決に向けた
目標を立て、支援を行います。

❹継続して支援
自立した生活が続くよう、継続的に
支援を行います。

❷相談内容の把握
相談を聞き、どのような支援が必要か
一緒に考えます。他の機関に繋ぐ必要
がある際は適切に繋ぎます。

相談支援のながれ

社協会員加入のお願い

会員募集期間

5月1日～5月31日
会費は各地域の班長に
取りまとめを依頼しています。
●一般会員　　１口　			500円
　各世帯にお願いしております。
●特別会員　　１口　2,000円

特に社協の活動に賛同していただける方
にお願いしております。
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