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　常陸大宮市ボランティア市民活動センターでは、親子で盲導犬とふれあう夏休み体験ボランティア講座
を開催します。この機会に視覚障害者への接し方や盲導犬の役割について学んでみませんか。また、栃木
県防災館では、地震・火災・台風・大雨の防災について学ぶことができます。ご参加お待ちしております。

○期　　日　令和4年8月4日（木）
　※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止になる場合もあります。
○場　　所　東日本盲導犬協会（宇都宮市福岡町）
○行　　程　  8:00　　　　　 総合保健福祉センター「かがやき」出発
　　　　　　10:00 ～ 11:30　東日本盲導犬協会にて実施体験　
　　　　　　12:00 ～ 13:30　道の駅うつのみやろまんちっく村（自由昼食・買い物）　
　　　　　　14:00 ～ 15:00　栃木県防災館
　　　　　　17:00　　　　　 総合保健福祉センター「かがやき」到着（予定）
○交通手段　社会福祉協議会中型バス
○参加資格　市内在住の小学生4年生から6年生と保護者
○参 加 費　親と子2人で　500円　（保険代含む）
　　　　　　当日徴収いたします。
○申込方法　下記へ電話にてお申し込み下さい。
○申込期限　令和4年7月20日（水）
○募集人数　親子10組（合計20名）
　　　　　　申込人数が5組に満たない場合は、
　　　　　　中止になることがあります。

親子ボランティア体験講座

■申込み・問い合わせ

　本所　☎53-1125

知りたい！盲導犬のこと！知りたい！盲導犬のこと！

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
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常陸大宮市社会福祉協議会だより
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・ボランティア市民活動センター運営事業（善意銀行事業を含む）
・ボランティア協力校の指定　　　　　　・行旅困窮者援護事業
・小口資金貸付事業　　　　　　　　　　・災害見舞金支給事業
・歳末たすけあい援護金配分事業　　　　・車いすの貸出
・シルバーカー購入費助成事業　　　　　・買い物支援バスツアー事業

自主事業の展開 自主企画により行う事業です。

・予約制乗合タクシー管理運営事業　　　・福祉芸能発表大会事業
・金婚・ダイヤモンド婚記念事業　　　　・社協バス維持管理事業
・ふれあい給食事業（４地域）　　　　　  ・ボランティア連絡協議会研修事業
・ひとり親家庭親子のつどい事業

補助事業 市の補助金を受けて行う事業です。

・福祉団体
　①ボランティア連絡協議会　　②身体障害者福祉会　　③母子寡婦福祉会
　④高齢者クラブ連合会　　　　⑤手をつなぐ育成会　　⑥遺族連合会
・茨城県共同募金会常陸大宮市共同募金委員会運営事務
　（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動）

福祉団体等事務事業 福祉団体の事務局として運営を支援します。

・自主財源の確保　　　　　　　　　　　・各種会議（理事会・評議員会・各委員会）の開催
・社協だよりの発行　　　　　　　　　　・ホームページでの情報提供
・社協支部活動の推進　　　　　　　　　・職員研修の計画・実施
・社協ガイドブックの発行

法人運営事業 本会の経営・運営の充実強化を図ります。

・日常生活自立支援事業　　　　　　　　・生活福祉資金貸付事業

県社協受託事業 県社協が行う事業を受託します。

・心配ごと相談事業　　　　　　　　　　・生活支援体制整備事業
・ファミリーサポートセンター事業　　　・障害者等移動支援事業
・相談支援事業　　　　　　　　　　　　・障害支援区分認定調査事業
・被保護者就労支援事業　　　　　　　　・生活困窮者自立相談支援事業

市受託事業 市が行う事業を受託します。

・就労継続支援「Ｂ型」事業所の運営（『太陽』と『つくしんぼ』の２施設）
・指定相談支援事業所の運営　　　　　　・指定特定相談支援事業所の運営

障害福祉サービス事業 障がいのある方を支援する事業です。

令和４年度事業計画
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令和４年度予算
　令和4年度の収入支出予算は2億6,230万円で、前年度比2％減となります。令和4年度は新規事業と
して高齢者の生活を支援することを目的に「シルバーカー購入費助成事業」・「買い物支援バスツアー
事業」を実施します。

262,300,000円
収入の部

支出の部

予算総額

事　業　名 予算額（円） 事　業　概　要

法人運営事業 86,824,000 本所・支所の管理運営のほか、地域福祉を推進
するための各種事業を行います。

共同募金配分金事業 10,788,000 赤い羽根共同募金や歳末たすけあい援護金を経
済的支援を要する世帯に配分します。

心配ごと相談事業 1,713,000 相談員による困りごと相談・弁護士による法律相
談を実施します。

日常生活自立支援事業 708,000 認知症高齢者・障がいのある方への日常生活の
支援をします。

ファミリーサポートセンター設置事業 1,332,000 有償ボランティアによる家事・育児・移送援助を
行います。

小口資金貸付事業 525,000 低所得者への小口資金の貸付けを行います。

善意銀行事業 3,400,000 善意の金品の預託および配分を行います。

災害見舞金事業 300,000 震災・風水害等及び火災による被災者へ災害見
舞金を支給します。

生活支援体制整備事業 5,826,000 地域で高齢者を支援するためのネットワークづく
りを行います。

生活困窮者自立相談支援事業 2,046,000 生活困窮者へ包括的な相談・支援を行います。

被保護者就労支援事業 3,808,000 生活保護受給者や生活困窮者へ就労支援を行い
ます。

障害者総合支援事業 8,129,000 障害者へ相談支援・移動支援等を行います。

就労継続支援事業 45,784,000 障害者福祉サービス事業所「太陽」・「つくしんぼ」
を運営します。

予約制乗合タクシー運営事業 91,117,000 複数の利用者との乗り合わせ方式による送迎サ
ービスを行います。

支出合計 262,300,000

科　　　目 予算額（円） 概　　　　　要
会費収入 5,590,000 社協会費

共同募金配分金収入 9,904,000 共同募金・歳末たすけあい募金配分金

経常経費補助金収入 151,474,000 市や県社協からの補助金や助成金

受託金収入 15,162,000 市や県社協からの受託金

就労支援事業収入 4,019,000 作業工賃収入

障害福祉サービス等事業収入 41,476,000 自立支援給付費

事業収入 7,445,000 参加費収入・利用料収入

寄付金収入 1,500,000 善意銀行への寄付

貸付事業収入 412,000 小口資金貸付事業の償還金

その他の収入 12,207,000 車両購入助成・雑収入等

前期末支払資金残高 13,111,000 前年度繰越金

収入合計 262,300,000
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　令和4年3月1日から令和4年5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。

ご家庭・事業所などで集まった使用済み切手・プリペイド
カードを受け付けています。
これらは、茨城県社会福祉協議会を通して各収集団体や
回収業者に送付、換金され福祉に役立てられています。

★切手の切り取り方
切手の周り5㎜～ 1㎝
ほど離して台紙ごと
切り取ってください。
なるべく消印は残して
おいてください。

Ｑ．どうして使用済みの切手やプリペイドカードがお金になるの？
Ａ．消印が押された切手や記念プリペイドカードなどを趣味で集めている収集家に買い取ってもらい換金されます。
　  切手はおよそ7.5キロ(約3万7千枚)で平均して1万4000円になります。

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）

玉川コーラス 24,626
圷　勉 2,799
圷　実 10,000
大曽根　實（3/11・4/4・5/2） 3,000
ふれあいサロン泉 17,013
長倉高齢者クラブ 37,769
若林地区ゴルフコンペ参加者一同 
会長 寺門 建夫 23,644

大宮地区民生委員・児童委員協議会 
会長 大森 猛（ボランティアサークル） 25,092

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）

大宮第6区 195
山方地区民生委員児童委員協議会 365
千曲鋼材株式会社　茨城事業所 900
大曽根　實（3/11・4/4・5/2） 34
常陸大宮市国際交流協会（3/15・3/17） 910
匿名 1,075
匿名 350
匿名 1,280
匿名 350
匿名 5,000
市ネットワーカー協議会 800
匿名 100

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 25
常陸大宮市国際交流協会 20

使用済みプリペイドカード
ご芳名 数量（枚）

大宮第６区 5
匿名 39

その他物品
ご芳名 数量

おおみや元気食堂
米20袋（5kg）

袋麺20袋（5食入）
携帯用ハンドジェル24個

菊池　宜枝 未使用タオル128枚

木村　理子 タオル50枚
固形石鹼5箱

匿名 大人用紙おむつ3袋
紙おむつ用パッド9袋

山方サロン　会長　木村 理子 雑巾60枚
匿名 紙おむつ用パッド8袋

現金払出	 （敬称略・受付順）
ご芳名 金額（円）

盲導犬ワクチン代（２頭） 41,660

物品払出	 （敬称略・受付順）
ご芳名 預託品

常陸大宮市社会福祉協議会
米20袋（5kg）

袋麺20袋（5食入）
携帯用ハンドジェル24個

グループホーム 来夢の杜大宮 大人用紙おむつ1袋
紙おむつ用パッド5袋

グループホーム カサブランカ大宮 大人用紙おむつ2袋
紙おむつ用パッド4袋

私立認定こども園 聖慈保育園・聖愛チルドレン 未使用タオル80枚
地域型保育 きらきら保育園 未使用タオル30枚

公立保育所 山方保育所 タオル50枚
固形石鹼5箱

使用済み切手・プリペイドカードを
集めています！

5㎜～1㎝

JAPAN

消印
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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
場所：おおみやコミュニティ
　　　センター
◎電話相談も受け付けております。
　☎080-7808-9225（当日のみ）

※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、電話でご確認ください。

　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。

　クロッケー・ペタンク・輪投げの優勝チーム、グラ
ウンドゴルフの上位6名、及びゲートボール代表の小
祝悠友会の皆さんが、10月13日（木）に笠松運動公
園（ひたちなか市）で開催される第27回茨城県健康
福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会に出場します。

★6/8（水）緒川運動公園にて開催★

優　勝
野上長寿会（山方）
準優勝
高砂会（美和）
第３位
野田高齢者クラブ

（御前山）

優　勝
若葉高齢者クラブB

（御前山）
準優勝
大岩高岩会（緒川）
第３位
舟生ことぶき会（山方）

優　勝
東野睦会（大宮）
準優勝
天寿会（美和）
第３位
久隆長寿会A（山方）

優　勝　四倉　博美（山方）
準優勝　益子　　茂（美和）
第３位　鈴木　勝美（山方）
第４位　益子　愛子（美和）
第５位　野上　正美（山方）
第６位　鈴木　城雄（大宮）

野上長寿会の皆さん

若葉高齢者クラブBの皆さん

ゲートボール代表
小祝悠友会の皆さん

東野睦会の皆さん

四倉さん・鈴木さん

予約・問い合わせ
本所

☎ 53-1125

開設日 場　　所 弁護士

7月
19日（火）御前山地域センター 森田 冴子弁護士

26日（火）おおみやコミュニティセンター 岡田 利恵弁護士

8月 18日（木）美和地域センター 藤田 奈津子弁護士

9月
16日（金）山方地域センター 藤田 奈津子弁護士

27日（火）おおみやコミュニティセンター 岡田 利恵弁護士

開設日

7月

6日（水）
13日（水）
20日（水）
27日（水）

8月
3日（水）

10日（水）
24日（水）

9月

7日（水）
14日（水）
21日（水）
28日（水）

（7月～9月の開設日）

市高齢者クラブ連合会スポーツ大会結果
クロッケーの部

輪投げの部

ペタンクの部

グラウンドゴルフの部
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生活支援体制整備事業
	　少子高齢化の進行により、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加する一方で、介護の担い
手となる世代が減少し、介護人材の不足が生じています。このような背景から、当会では常陸大宮市から
この事業を受託し、地域住民やボランティアなど地域の多様な主体が連携しながら、地域全体で高齢者の
生活を支える体制づくりを進めるため、以下のような活動をしています。

　市内7か所に茶話会（協議体）を設置し、定期的に各地域の情報交換会を行い、高齢者のちょっとした困り
ごとやニーズ、地域にある社会資源を把握しています。また、この茶話会（協議体）には、地域の助け合い・
支え合いの仕組みづくりを進めるため、多様な活動・サービスをつなげていく推進役として「生活支援コーディ
ネーター」を配置しています。

茶話会（協議体）と生活支援コーディネーターの役割

つなぐ

地域の困りごと
（住民のニーズ）

サービス・活動
（地域資源）

地域の困りごとや課題（住民のニーズ）があれば、それを解決できる生活支援サービスや地域の支え合い
活動（地域資源）をつなぐ（マッチングさせる）のが、茶話会（協議体）と生活支援コーディネーターの大
切な役割です。

買い物・
通院が大変

地域の
支え合い活動活動の

担い手不足

公的・民間
サービス

住民同士の
交流が少ない

地域の
文化・伝統

地域の
人材・団体

生活の
困りごと

既存の生活支援
サービス

趣味を
楽しめる

場所がない

■ 茶
さ

話
わ

会
かい

（協議体）とは

■第2層は、市内を7圏域に分けて活動しています

茶話会とは、『地域にあったらいいな』をかたちにするために、
地域の仲間とつながり、話し合い、できることに取り組んでいく
地域づくりのチームです。
チームには、市全域を対象とする第1層と日常生活圏域を対象と
する第2層があります。

・大宮地域いどばた会議　・ワラクラ支援会
・大宮Ｃ茶話会　　　　　・山方茶話会　　　・みわ茶話会
・緒川地域支援会議　　　・あいよ御前山

この事業に興味のある方は、社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください。☎53-1125

社協の事業紹介

生活支援
コーディネーター茶話会（協議体）
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障害福祉サービス事業所「太陽」
資源物回収にご協力をお願い致します。

注意事項

雑がみ（雑誌、紙箱など）
・チラシ、カタログ、紙箱、カレンダー、
　広報誌、本、シュレッダー紙、
　包装紙などの雑がみはまとめてください。

新聞紙（チラシを含む）
・新聞紙は（チラシを含む）、
　縛るか紙袋に入れてください。

段ボール ・段ボールは折りたたんで縛ってください。

アルミ缶 ・アルミ缶に限ります。
　スチール缶やペットボトルの回収はできません。

ビン類 ・茶色い瓶に限ります。
　透明、半透明、黒色等、茶色以外のビンは回収できません。

紙パック ・牛乳パックの中をよくすすいで、
　切り開かずにお持ちください。

障害福祉サービス事業所「太陽」

新  聞 雑  誌 OA紙

シュレッダー屑

雑がみ段ボール

■対象品目以外のものは持ち込まないでください。

■対象品目の分別回収にご理解とご協力をお願い致します。

■訪問による回収は原則として行っておりません。

■回収した資源ごみは市内業者に買い取っていただき、
　売上金の全額を利用者へ工賃としてお支払い致しております。
　少量でも構いません。利用者の励みにもなりますので宜しくお願い致します。

障害福祉サービス事業所「太陽」（常陸大宮市社会福祉協議会内）☎54-7856問い合わせ
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人事異動について

福祉機材を貸出します！
ボランティア活動や地域の行事などでご利用いただける
よう福祉用品やイベント機材を無料で貸出しています。
借用申込みは、使用日の３ヶ月前から受付します。

申込み　本所		☎53-1125

地域のイベント

福祉体験

■退職 令和4年3月31日付
役　　　職 氏　名

地域福祉課地域福祉係主任 平山美恵子
地域福祉課山方支所長（嘱託） 細貝　秀樹
地域福祉課緒川支所長（嘱託） 齋藤　秀男

令和4年4月30日付
地域福祉課山方支所長（嘱託） 小林　勇人

■配置換え 令和4年4月1日付
課　　　名 役　　　職 氏　名

地域福祉課 課長 片岡　明美
生活支援係長 佐藤恵美子

障害福祉サービス事業所 係長（「太陽」生活支援員） 中﨑　里美
主任（「太陽」職業指導員） 冨山　友香

■新規採用 令和4年4月1日付
役　　　職 氏　名

地域福祉課地域福祉係主任 石川　直樹
地域福祉課美和支所長（嘱託） 平山美恵子
地域福祉課緒川支所長（嘱託） 中嶋　　孝

令和4年5月1日付
地域福祉課山方支所長（嘱託） 齋藤　秀男

貸出機材名 保有数 貸出期間 料金
視覚障害体験セット（アイマスク・白杖） 30

1週間以内

無料

車いす　※体験用 5
高齢者疑似体験セット 16
点字体験セット 10
輪投げセット

お問い合わせ
ください

使用日の
前後ペタンクセット

グラウンドゴルフセット

「赤い羽根自動販売機」が設置されました
　この度、以下のところに募金ができる自動販売機が設置されました。飲み物を購入
すると、その売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付されます。設置にご協力いただき
ましてありがとうございました。

　常陸大宮市共同募金委員会では「赤い羽根自動販売機」を設置いただける企業・個人を募集しています。新規
設置のほか既存の自動販売機をそのまま赤い羽根自動販売機に切り替えることも可能です。市内では現在10台設
置されております。ぜひ、皆さまの事業所や店舗へ自動販売機の新規設置や切り替えを検討していただき、福祉支
援へのご協力をお願いいたします。詳しくは、常陸大宮市共同募金委員会までお問合せください。本所 ☎53-1125

道の駅みわ　みわ☆ふるさと館　北斗星 1 台
道の駅 常陸大宮　～かわプラザ～ 1 台
常陸大宮市文化センター ●ロゼホール 2 台

新星 vol.698

〒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。


