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令和４年度共同募金報告

募金総額 11,077,367円

　赤い羽根共同募金運動では、戸別募金のほか学校募金、街頭募金、福祉施設や
事業所の皆さまからの職域募金など多くの方々に多大なご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　お寄せいただきました募金は、福祉事業推進の重要な財源として、常陸大宮市内で行う地域福祉活動のほか、茨城
県内の福祉施設や福祉団体などが行う福祉活動に役立てられます。

戸別募金	 10,449,680円
地域名 戸数(世帯) 一般募金 歳末募金 募金合計

大宮地域 5,684 4,513,280円 1,136,800円 5,650,080円
山方地域 1,890 1,415,600円 378,000円 1,793,600円
美和地域 1,042 822,100円 208,400円 1,030,500円
緒川地域 959 756,700円 191,800円 948,500円
御前山地域 1,027 821,600円 205,400円 1,027,000円

合　　　計 10,602 8,329,280円 2,120,400円 10,449,680円

職域募金	 175,007円
常陸大宮市役所本庁 山方地域センター 美和地域センター 緒川地域センター 御前山地域センター
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
大宮中央公民館 山方公民館山方分館 西部総合公園体育館 くりえーとセンター大宮 常陸大宮街づくり（株）
長田土地改良区 文化センター ( ロゼホール ) 社会福祉協議会本所・支所 イオン常陸大宮店
グリーンハウス大宮 道の駅常陸大宮「かわプラザ」 ウエルシア常陸大宮石沢店
ソレイユ ウエルシア常陸大宮石沢南店 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 美和物産センター「北斗星」
美和ささの湯 緒川物産センター　「かざぐるま」 緒川郷土文化研究会
やすらぎの里公園 ツルハドラッグ御前山店 ごぜんやま温泉保養センター「四季彩館」

学校募金	 225,040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

大宮幼稚園 若草幼稚園 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	 71,927円

街頭募金	 4,827円
ＪＲ常陸大宮駅前

法人募金	 35,195円

自動販売機募金・預金利息等	 115,691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 富士フイルムオプティクス（株）

（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 御前山地域センター（体育館） 総合保健福祉センター「かがやき」
道の駅美和　北斗星 道の駅　常陸大宮かわプラザ 常陸大宮市文化センター　ロゼホール
常陸大宮済生会病院 常陸大宮市スポーツ協会
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「赤い羽根自動販売機」が設置されました

災害義援金にご協力ありがとうございました！

　この度、次の施設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赤い羽根自動販売機に切り替えることも可能です。市内には公共施設や道の駅、事業所などに12
台が設置されております。ぜひ、皆さまの事業所や店舗へ「赤い羽根自動販売機」の設置をご検討いただき、地域福祉活
動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

本会に寄せられた義援金をご報告します。

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いたしました。

・平成30年7月豪雨災害義援金  271円

・令和4年3月福島県沖地震災害義援金 357円
（令和5年2月28日現在）

　１月１２日(木)・１３日（金）・１７日（火）の３日間にわたり、
育児援助会員講習会を開催しました。
　初めて受講された方や、学びなおしで受講された方が 
育児援助活動に必要な知識を身につけることができ、これ
からの活動に役立つ講習会となりました。
　受講者が援助会員としてお子様をお預かりしますので、 
育児の援助を受けたい方は、利用会員への登録をお願いし
ます。

くりえーとセンター大宮（一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会） 1台

ファミリーサポート事業

ファミリーサポート事業

社会参加のための外出支援病院への送迎 買い物の付き添い

市内に居住している要介護者・要支援者・身体に障がいをお持ちの方で歩行が困難な方

1時間500 円、30 分250 円
※事前に利用券の購入が必要です。
　利用料は現金ではなく、利用券でのお支払いとなります。また、別途、ガソリン代と援助会員が待機
　したときは待機料金（30 分につき100 円）をご負担いただきます。
　詳しくは、社会福祉協議会本所・各支所へお問い合わせください。

利用できる方

利用料

「移送援助」を利用してみませんか？

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／安全・事故
講師　NPO 法人虹のポケット看護師　小口　世子氏

子どもの栄養と食生活
講師　NPO 法人虹のポケット保育士　小泉　裕子氏

心の発達とその問題
講師　心理相談員　照山　久美子氏

保育の心
講師　美和認定こども園　馬籠　美千代氏

子どもの世話
講師　山方保育所　菊池　万紀氏

子どもの遊び
講師　大賀保育所　石沢　栄子氏

ファミリーサポート事業「育児援助」の概要について
講師　社協職員

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!!

全てのカリキュラムを

終了した方に、修了証
書が

授与されました。
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各事業の報告

　12月18日（日）　母子寡婦福祉会の母子部会員を対象に、「お狐こんこん
プロジェクト」絵とお米の交換会を、おおみやコミュニティセンターで実施しました。
　「お狐こんこんプロジェクト」とは、地元のお米業者さんと提携し、プロジェクト発起人の忠

ちゅう

 文
ふ み

夫
お

さん（水戸市在住）が描いた絵を販売してお米を購入し、ひとり親世帯に配る活動です。このお米は、
子どもたちが描いた絵や折り紙と交換する形でひとり親世帯に配付され、当日は16世帯の子どもた

の交換会と

▲忠さんとスタッフの方々 ▲子どもたちの作品を展示

ちが作品を持参し、お米（4㎏）と交換し
ました。子どもたちの作品はその場に展示
され、サンタクロース、雪だるまなど可愛
らしい作品や子どもが描いたとは思えない
ほどハイレベルな絵もあり、それぞれの作
品でとても楽しませていただきました。

（個人） ※敬称略・順不同
増子　定夫 石﨑　三枝子 匿名　　　　3 名
（協賛企業・団体）
日本ジフィー食品㈱ アサヒグループ食品㈱ グリコマニュファクチャリングジャパン㈱
水戸ヤクルト販売㈱ 常陸農業協同組合大宮支店 ㈱セブンｰイレブン・ジャパン
㈱スズキ ㈱カスミ常陸大宮店 ㈱スーパーヒロセヤ常陸大宮店
㈱ヨークベニマル常陸大宮店 ㈲中橋製麺所 ㈲軍司麺業
㈱ひたち農園 ㈱ニラク常陸大宮店 東洋羽毛北関東販売㈱茨城営業所
おおみや元気食堂 道の駅常陸大宮かわプラザ おがわ地域振興㈱物産センターかざぐるま
㈱ふるさと活性化センターみわ

　新型コロナウイルス感染症の影響により経済的負担が増加している準要保護世帯に対し、茨城県
共同募金会の助成金を活用するとともに、市内の個人・企業・団体等からご寄付をいただいた、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、希望のあった107世帯に配付しまし
た。受け取られた方からは、「たくさんの支援ありがとうございます。冬休みや、お正月休みも入るので、
とても助かります。たくさんの方たちのご好意に感謝いたします。」「今年は物価も上がり大変ですが、
皆さまの気持ちの温かさでなんとか乗り切っていきたいと思います。本当にありがとうございました。」
などの声が寄せられました。 令和4年12月15日・16日・18日配付

クリスマス

ひたまるサンタの応援事業

お米絵

ひたまるサンタ 応援事業

ご寄付をいただいた皆さま、ありがとうございました
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　2月7日（火） 65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯の方
を対象に、参加者同士の交流と買い物支援を目的に初めて実施し
ました。20名の方に参加いただいて、ひたちなか市の「黒澤醤油
店」、「那珂湊おさかな市場」、大洗町の「大洗磯前神社」、「かね
ふくめんたいパーク」などを回り、おさかな市場で昼食をとるな
ど交流を図りました。参加した皆さんは初対面の方が多かったのですが、会話
が弾み、参加者同士でふれあうことができ、とても楽しそうでした。参加者か
らは、「普段は市内だけの生活で、久しぶりに遠出ができた。」「いつもは家で
テレビ三昧だけど、今日はみんなと出かけることができて良かった。」という
声がありました。

　3月4日（土）10世帯27名の会員が参加し、東京ディズニー
シーへ行ってきました。パーク内はコロナ前のような賑わいを取り戻していて、人
気アトラクションは最大3時間待ちの大盛況でした。そんな混雑の中でしたが、参
加者はいくつものアトラクションやショーを楽しめたそうです。
　ある参加者は「新型コロナの感染拡大以来ずっと連れて来れなかったので、よう
やく来れて嬉しい。子供たちも指折り数えて待っていた。」と嬉しそうに話してい
ました。青空広がる穏やかな天候の中、夢の国でステキな思い出が作れました。
　母子寡婦福祉会では新しい仲間を随時募集しております。ご興味のある方は社会
福祉協議会までお気軽にご連絡ください。

　手をつなぐ育成会会員の坪井 優奈さんが、昨年10月に栃木県で開催され
た、全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に茨城県代表として
フライングディスク競技に出場し、アキュラシー（ディスクを輪の中に入れ
る競技）とディスタンス （距離を競う競技）の２種目で、どちらも第２位と
いう素晴らしい成績を収めました。大会後、優奈さんは「アキュラシーで１
投外してしまったのが悔しかったけれど、２位になれたのでうれしかったで
す。一緒に行った選手と仲良くなれたことも良かったです。また全国大会に
行けるよう頑張りたいです。」とこれからの抱負を聞かせてくれました。
　優奈さん、おめでとうございました！

高齢者ふれあい交流会

　12月15日（木）弁護士の後藤直樹氏を講師に
迎え、心配ごと相談員研修を実施しました。
　相続手続きと成年後見制度について、多岐に
わたる相談の中から、いくつかの事例を交えて分かりやすく説明いただ
きました。相談員の方も、日頃から家族での話し合いが大切であると再
認識することができ、今後の相談に役立つ研修となりました。

心配ごと相談員研修

フライングディスク競技で第2位!!

常陸大宮市母子寡婦福祉会

「春の親子レクリエーション」「春の親子レクリエーション」
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　令和4年12月1日から令和5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。

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

　12月16日（金）ショッピングセンター「ピサーロ」で、認定NPO法人茨城NPOセンター
コモンズ・たすけあいセンター「JUNTOS」代表の横田能洋氏を講師に招き、「常総市にお
ける水害体験を踏まえた自主防災の取り組み～誰もが安心して避難できるようにするために
～」をテーマに、講演会を開催しました。
　市内の自主防災組織会、民生委員児童委員協議会、ボランティア連絡協議会、手をつな
ぐ育成会等の会員97名が参加されました。
　参加者からは、横田氏自らの被災体験を踏まえているため非常にリアリティがあり、「災害
時の緊迫した状況を感じることができた。」「災害の備えや、日頃から心がけておくこと、災
害が起きたときの行動など、自分たちの地域でも参考にしよう。」という意見が聞かれました。

常陸大宮市ボランティア市民活動センター講演会

現金預託 （敬称略・受付順）
ご芳名 金額（円）

長田わかば会 4,611
ソレイユ 10,000
大曽根　實（1/4・2/1） 2,000
匿名 1,500
大宮詩友会 2,200
内田行政書士・FP事務所　内田 善一 8,000
物品預託 （敬称略・受付順）

未使用・使用済み切手
ご芳名 数量（枚）

匿名 200
退職公務員連盟常陸大宮支部　美和・緒川分会　代表　岡﨑 光也 347
退職公務員連盟常陸大宮支部　大宮分会 306
長田わかば会 145
退職公務員連盟常陸大宮支部　御前山分会　分会長　石川 晧一 27
匿名 3,000
大曽根　實（1/4・2/1） 20
匿名 12
千曲鋼材（株）茨城事業所 886
常陸大宮市なぎなた連盟 360
大宮第６区 272
匿名 300
茨城県立大子特別支援学校 68

未使用・使用済みハガキ
ご芳名 数量（枚）

退職公務員連盟常陸大宮支部　大宮分会 232
長田わかば会 35
大曽根　實（1/4） 6
大宮第６区 64

その他物品
ご芳名 数量

おおみや元気食堂

飲料水(2L× ６本入) 5箱
菓子類 60個

シューズ 5足
ポケモンとんがり帽子 30枚

米 215kg
ラーメン(5食パック) 6箱

乳飲料(96本入) 4箱
退職公務員連盟常陸大宮支部　
美和・緒川分会　代表　岡﨑光也 タオル 104枚

匿名

食品・飲料 3袋
煎餅 1箱

トイレットペーパー 3袋
洗剤 15箱

退職公務員連盟常陸大宮支部　大宮分会

タオル 112枚
ポケットティッシュ 15枚

ハンドソープ 1個
毛糸たわし 180個

物品預託 （敬称略・受付順）
その他物品

ご芳名 数量
石川　澄男 米 150kg

退職公務員連盟常陸大宮支部　
山方分会会長　鹿島 優

未使用タオル 25枚
雑巾類 11枚

ボックスティッシュ 3箱
㈱ダイナム　常陸大宮店 食品・日用品 33点
常陽ボランティア倶楽部　
部長　萱津 拓也 未使用タオル 150枚

石﨑　三枝子
食用油・醤油・調味料 10箱

海苔・そば 2箱
コーヒー 2箱

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　
会長　小野瀬 勉 79,000

物品払出 （敬称略・受付順）
ご芳名 預託品

常陸大宮市母子寡婦福祉会

飲料水(2L× ６本入) 12箱
菓子類 60個

ジャガイモ 8kg
缶入クラッカー 24缶入 2箱

菓子類 60個
ポケモンとんがり帽子 30個

米 365kg
シューズ 5足

ラーメン(5食パック) 6箱
乳飲料(96本入) 4箱

特別養護老人ホームみわ タオル　104枚

障害福祉サービス事業所
『太陽』

煎餅 1箱
加工食品 1袋

コーヒー飲料 1袋
ハンドソープ 1個

ポケットティッシュ 15個
毛糸たわし 180個

洗剤 10箱
タオル 10枚

特別養護老人ホーム　
サングリーンピア山方 タオル 91枚

障害福祉サービス事業所
『つくしんぼ』

洗剤 5箱
マスク 6枚

タオル 10枚
トイレットペーパー 3袋

常陸大宮市社会福祉協議会 食品・日用品 33点
食品 1袋

NPO法人　おさだの杜 タオル 132枚
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◎ 一般相談は予約不要です。電話での相談も受付けています。

開設時間：午後1時～午後4時　

弁護士相談

※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。

◎ 弁護士相談は事前予約制で、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）

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

令和5年4月 5月 6月 7月 8月 9月
5日（水） 10日（水） 7日（水） 5日（水） 2日（水） 6日（水）

12日（水） 17日（水） 14日（水） 12日（水） 9日（水） 13日（水）
19日（水） 24日（水） 21日（水） 19日（水） 23日（水） 20日（水）
26日（水） 28日（水） 26日（水） 27日（水）

10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月
4日（水） 1日（水） 6日（水） 10日（水） 7日（水） 6日（水）

11日（水） 8日（水） 13日（水） 17日（水） 14日（水） 13日（水）
18日（水） 15日（水） 20日（水） 24日（水） 21日（水） 27日（水）
25日（水） 22日（水） 28日（水）

令和5年4月 5月 6月 7月 8月 9月
大宮地域 26日（金） 25日（火） 26日（火）
山方地域 16日（金） 15日（金）
美和地域 18日（木） 17日（木）
緒川地域 1日（木）

御前山地域 18日（火） 18日（火）

10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月
大宮地域 24日（金） 25日（木） 15日（金）
山方地域 17日（金） 16日（金）
美和地域 14日（木）
緒川地域 5日（木） 7日（木）

御前山地域 17日（火） 16日（火）

大 宮 地 域 おおみやコミュニティセンター
山 方 地 域 山方地域センター別館
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
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　足腰の衰え等により歩行に不安がある方が、歩行の補助として使うシルバーカー（歩行補助車）
の購入費用の一部を助成します。※助成額は購入費用の2分の1で限度額5,000円

就学のための貸付のご案内 学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、
教育支援資金貸付（無利子）を実施しています。

返済期間：20年以内　　貸付利子：無利子
実施主体：茨城県社会福祉協議会

令和5年度 「ボランティア活動保険」のご案内
　ボランティア活動保険は、活動中のケガや他人に損害を与えた場合の損害賠償に係る費用を
補償する保険です。この保険は、年度ごとに加入・更新が必要ですのでご注意ください。

【補償期間】令和5年4月1日午前0時から令和6年3月31日午後12時まで
　　　　 　※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日から3月31日まで

　ボランティア活動等で行事参加者のケガの補償や行事主催者等の賠償責任を補償する「ボランティア行事用保険」
もございます。
【問い合わせ】加入方法等、詳しくは社会福祉協議会本所・各支所へお問い合わせください。

学費でお困りの方に

詳しくは社会福祉協議会へ
お問い合わせください。
☎53-1125

利用にあたっての留意点
①就学する本人が申込者、世帯の生

計中心者が連帯借受人となります。
②本貸付より優先して利用いただく

奨学金（他制度）があります。
③受験する学校が決まっていれば、

入学（合格発表）前でも申し込み
ができます。

④貸付には審査があります。

【対象者】
市内に住所を有する65歳以上の方で、
歩行の際に補助を必要とする方

（生活保護受給世帯は対象外）

【問い合わせ】申請方法等、詳しくは社会福祉協議会本所（☎53-1125）へお問い合わせください。
　　　　　　 当会ホームページにも申請方法や交付申請書が掲載されています。

【助成対象となる商品】
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．椅子としての機能及び荷物入れを有するもの
※ショッピングカートや荷物の運搬を目的とするものを除く

シルバーカーの購入費助成のご案内

貸付上限額・主な使途
教育支援費 就学支度金

高校 35,000円/月
授業料

通学定期代
500,000円

※入学時のみ

入学金
制服代

教科書代等
短大・専門学校 60,000円/月
大学 65,000円/月

保険料
（１名当たり）

基本プラン 天災・補償プラン 特定感染症重点プラン
350 円 500 円 550 円

【年間保険料】

　常陸大宮市社会福祉協議会（社協）は、誰もが安心して暮らせるまち
づくりの実現を目指して行政・関係機関・市民の皆様と協働しながら日々
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。

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。

社協からのお知らせ

手続きはお早めに

新星 vol.728

〒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。


