
いばらきねんりんスポーツ大会
かすみがうら市予選会は、かす
みがうら市から委託され社会福
祉協議会が実施しています。
６０歳以上を対象に、輪投げ、
グラウンドゴルフ、ペタンクの３
種目を行います。

✿かすみがうら市予選会結果✿
（敬称略）

◎輪投げの部
　下稲吉2区老人クラブ

◎ペタンクの部
　逆西老人クラブ

◎グラウンドゴルフの部
　優勝　小林あき子（牛渡）
　２位　菅野　勝己（大塚）
　３位　齋藤　節男（逆西）
　４位　生田目春好（下稲吉２区）
　５位　川島とし子（美並第３）
　６位　菊地　　昇（大塚）

✿
（敬称略）

（下稲吉２区）

梅雨入り前のさわやかに晴れた６月４日（木）、多目的運動広場を会場に、
いばらきねんりんスポーツ大会かすみがうら市予選会を開催しました。
予選を勝ち抜いた選手・チームの皆さんは、１０月６日（火）に那珂総合
公園で開催される第２０回茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大
会へ出場します。

ともに生き　みんなと住み続けたい　思いやりのまちづくり
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かすみがうら社協だよりかすみがうら社協だより
社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。
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　平成26年度のかすみがうら市社会福祉協議会の事業報告並びに収支決算をご報
告いたします。平成26年度は、地区座談会で出された皆さまのご意見を基に、地
区ごとの課題を見つけ、社会福祉協議会が地域と共に取り組めるような事業につい

て考える機会を得ることができました。地域の皆さまと共に、活動の基本となる「かすみがうら市地域福
祉活動計画」に沿って、今後の地域づくり活動に努めてまいります。
　また、皆さまからの社会福祉協議会会員会費の総額は 5,283,000 円となりました。皆さまのご協力に
より集まりました会費は、ボランティア活動やひきこもり支援事業、高齢者のための「生きがいづくり事業」
や次世代を担う小中学生のための「福祉体験ワークキャンプ」の実施、「おもちゃ図書館」の運営などに
使わせていただきました。

◆会務の運営

◆自己財源の確保と社協活動の強化
　社協会員会費実績　　　　5,283,000円

◆社会福祉啓発活動及び広報活動
　１）各種福祉大会への参加
　　・ 第６４回茨城県社会福祉大会へ参加
　　　市内顕彰者　県知事顕彰　　　　１名
　　　　　　　　　県社協会長表彰　１１団体
　　・ 第６５回母子寡婦福祉大会へ参加
　　・ 第５３回老人クラブ大会へ参加
　　・ 第５２回手をつなぐ育成会茨城大会へ参加
　　 単位育成会貢献者表彰　　　　　　１名
　２）第2回かすみがうら市社会福祉大会の開催
　　　顕彰　１１７名、１団体
　　　感謝　 　１名、３団体
　　 記念講演「STOP! 自殺～東尋坊の命の灯台
　　　　　　　　　　“茂さん”からのメッセージ」
　　　　　　　講師　茂　幸雄　氏

　３）広報紙の発行
　　・ かすみがうら社協だよりの発行　年６回

◆研究及び研修への参加

◆心配ごと相談所の開設
　１）年間２４回実施（相談件数１４件）
　２）相談員研修の実施

◆専門相談の実施（なんでもかんでも相談）
　１）年間１２回実施（相談件数２８件）

◆地域福祉活動
　１）地区社協事業の充実強化
　２）地域ケアシステム推進事業
　　 ・ 要援護家庭のサービス利用調整など
　　 ・ 保健医療福祉担当者連絡会の開催
　３）日常生活自立支援事業の受付
　４）ひきこもりサロンの開催、支援研修会への参加
　５）地域福祉活動計画の策定
　　 ・ 座談会、策定委員会、実務者研究会の開催

◆児童・青少年福祉
　１）インスタントシニア ・ 車いす体験学習の指導
　２）福祉体験ワークキャンプの開催
　３）ボランティア協力校（小中学校）への援助協力
　４）かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業の実施
　 　（下稲吉東小学校）
　５）子育て支援事業
　　 ・ 七夕まつり　・ クリスマス会　の開催

◆高齢者福祉
　１）『食』の自立支援事業の実施
　２）老人クラブ連合会への協力
　３）いばらきねんりんスポーツ大会への参加
　４）健康づくり事業への協力
　５）ブレインジム講座の開催

78円
26
円

27
円

186円

114円

69円

ボランティアセンターに

広報啓発活動に

子育て支援イベントに

地域の福祉活動のためにひきこもりサロン相談に

高齢者の生きがいづくりに

皆さまからの会費の約
40％に当たる186円分
は、地域の福祉活動の
ために還元されていま
す。

皆さまからいただいた会費５００円はこのように活用させていただきました。

平成２6年度
事業報告
収支決算
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◆障がい者福祉
　１）障害者福祉会への協力
　２）手をつなぐ育成会への協力
　３）地域活動支援センター「作業所」の運営
　４）在宅障がい児者家庭交流事業の実施

◆ボランティア育成強化対策
　１）ボランティア連絡協議会への援助協力
　２）ボランティア講座の開催
　　 ・ 手話講座 ・朗読講座 ・ 折り紙講座　　　　
　３）ボランティアセンターの運営
　　 ・ ボランティア相談　
　　 ・ 福祉教材の貸出
　　 ・ ボランティアセンターだより
　　   「かけはし」の発行（年２回 ・ 社協だより内）
　４）災害ボランティアセンターの啓発
　 　かすみがうら市防災訓練への参加

◆母子寡婦及び父子家庭福祉
　１）母子寡婦福祉会への協力
　２）親子すこやか事業の実施
　３）新入学児童へお祝い品の贈呈

◆援護対策
　１）生活福祉資金貸付の受付
　２）小口貸付資金の貸付
　３）歳末たすけあい援護金の配布　96件
　４）被災世帯への見舞金の支給
　　 全焼　１件、半焼　１件、一部焼失　２件、
　　 負傷者１名、床下浸水　１件
　５）準要保護世帯中学卒業支度金の支給　１８件

◆介護保険事業
　１）居宅介護支援事業所の運営

◆赤い羽根共同募金運動
　１）赤い羽根共同募金実績　　5,387,732円
　２）歳末たすけあい募金実績　3,933,918円
　３）街頭募金の実施

◆日本赤十字社かすみがうら市地区
　１）日本赤十字社啓発事業
　 　・ 社費増強運動の実施　4,366,300円
　 　・ 救急法講習会の実施　２件（県支部主催含）
　２）災害救援物資の配布
　　 　２件（毛布、タオルケット、救急セット等）
　３）義援金の受付と送付
　　 ・ 東日本大震災に関する義援金
　　　　　　　　　　　　　 １件　 8,719円
　　 ・ 広島県豪雨災害義援金　６件 125,704円
　 　・ 長野県神城断層地震災害義援金
　　　　　　　　　　　 　　２件　12,724円
　４）NHK海外たすけあい　　　　　　　３０円
　５）かすみがうら市防災講演会での非常食の実演

◆その他福祉事業
　１）福祉車両（車イス対応車両）の貸出
　２）車イス ・ ベッドの貸出
　３）善意銀行預託金品の受け入れ
　　 ・ 預託金　34件　1,125,881円
　　 ・ 預託品　22件（古切手・車イス等）
　４）おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施

決算総額 ： 168,110,681円
収 入 合 計 168,110,681

項　目 項　目決算額 決算額
①会費収入
②寄付金収入
③経営経費補助金収入
④受託金収入
⑤貸付事業等収入
⑥事業収入

5,283,000
1,125,881
66,782,450
42,184,680
730,000
2,065,810

⑦負担金収入
⑧介護保険事業収入
⑨障害福祉サービス等事業収入
⑩受取利息配当金収入
⑪その他の収入
⑫前期末支払資金残高

686,500
17,304,360
14,086,389

7,178
7,527,670
10,326,763

収入の部

支出の部

（単位：円）

①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
④地区社協育成事業
⑤福祉啓発推進事業
⑥食の自立支援事業
⑦生活福祉資金事業
⑧日常生活自立支援事業
⑨善意銀行事業

63,365,774
8,154,461
784,002
2,248,202
3,639,902
261,598
193,433
565,316
1,115,567

支 出 合 計 168,110,681

⑩小口貸付資金事業
⑪地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進事業
⑫地域活動支援センター事業
⑬子どもヘルパー派遣事業
⑭いばらきねんりんスポーツ推進事業
⑮居宅介護支援事業
⑯指定管理事業
⑰当期末支払資金残高

項　目 項　目決算額 決算額
470,000

12,585,000
14,428,908
171,000
156,000

17,619,160
30,347,411
12,004,947

（単位：円）
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◆来館者　５８,０２１人（子育てサロン、健康づくり、足湯、会議室　等）
◆管理業務
１）施設の保守点検、補修及び清掃
２）設備・器具の操作
３）施設経費に関すること
４）施設利用許可に関すること
５）節電対策
◆情報公開に関すること
１）ホームページに施設概要等を掲載
２）市広報誌への各種イベント情報の掲載
◆防犯・防災対策
１）防災訓練の実施　９１名
　  訓練・消防車両等の展示
　　（協力：かすみがうら市西消防署）

◆健康づくりコーナー事業
年間利用者数　１０,３１９名
足湯利用者数　  ６,９５９名
◆会議室等貸出事業
年間利用数（会議室、相談室）478件
◆子育て支援センター事業
１）子育てサロン　２３,５９５名
２）季節のイベントの実施
　   ・誕生会　１５６名　　・七夕まつり　　２７５名　　　
　   ・水遊び　２８１名　　・運動会　　　  １０８名
　   ・いもほり　８５名　　 ・クリスマス会　 ２７６名
３）子育て相談　285件
４）０歳児事業
　   ・ベビーマッサージ、スキケア　１８６名
５）みんなであそぼう会　２２９名
　　・あそび＆おはなしひろば　　・ヒップホップ　
　　・ハーブ入り手練石鹸作り　　・ママのためのやさしいヨガ
　　・リラクゼーションマッサージ＆カフェ
　　・日赤幼児安全法講習　　 　・キッズリズム
　　・クリスマスリースを作ろう
６）子育て講演会　２７名
　　 「よい加減でのおでかけ講座」を実施（協力：ＮＰＯ子連れスタイル推進協会）

●季節に合わせた飾りつけを行い、利用促進を図りました。
●防災対策として、水消火器を使った消火訓練と煙体験を行いました。
●利用者情報のシステム化をすすめ、受付時間の短縮を図っています。

地域福祉センター やまゆり館 だより地域福祉センター やまゆり館 だより地域福祉センター やまゆり館 だより
　こんにちは、やまゆり館です。平成26年度は多くの方に利用いただきましてありがとうございました。
平成 27年度も地域の皆様が利用しやすいやまゆり館を目指します。
　子育てサロン同様に健康づくりコーナーもご利用ください。適度な運動で必要な筋肉をつけません
か？筋肉量が多いと脂肪が燃えやすい体質になります。健康増進に、ボディシェイプに、ご活用ください。

健康
・子育

て

みん
なの笑

顔

平成２６年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２６年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２６年度【やまゆり館管理事業】事業報告
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子育てサロンにお子様と来られるお父さんの姿が見受けられます。
お仕事でお疲れかもしれませんが、わが子のかわいいしぐさを見ると

ほっこり癒されますよね。
サロンに来て元気に遊ぶ様子に新たな発見があるかも
しれません。
お時間のある時に、ぜひ一緒においでください。

　べビーマッサージは、ママとふれあう心地よい安心感か
ら、赤ちゃんのこころを安定させ、笑顔にさせるだけでなく、
安眠や夜泣き予防にも効果があります。
　講師のお話を聞きながら実際にマッサージを行って、ベ
ビーマッサージを学んでみませんか？
　マッサージだけでなくリズムに乗ってうた遊びをしたり、
スキンケアを学べる回もあります。
　ぜひ、ご参加ください。

予約制です。
　予約受付開始日や詳しい日程など
は、お問い合わせいただくか、毎月
発行される市の広報誌ややまゆり館
のホームページに載せていますので
ご確認ください。
ＴＥＬ：０２９－８３２－５６０１
ホームページ：
http://kasumigauracity-shakyo.or.jp/yamayuri/

今後の日程：
　　　 　 9/16・10/14・11/18・12/9　　　　　1/20・2/17・3/9
時　間： 午前１０時～１１時３０分
料　金：１回２００円　　持ち物：バスタオル１枚　　場所：やまゆり館

　夏祭り縁日コーナーでは、おもちゃ図書館「ひよっこ」の皆さんの協力で、わたあめやトッピ
ングかき氷、ヨーヨー釣りなどをして楽しみました。あわせて、農林水産課・市新作物推進協
議会加工部会の協力による、ブルーベリーの試食とPRコーナーもあり、大変盛り上がりました。

　今年もやまゆり館の七夕まつりを開催しました。
　アトラクションでは NHK をはじめ数々のイベ
ントに出演され活躍されている「パんらん」とア
シスタントのピエロさん（村上透舞舎）を招いて、
楽しいパントマイムや風船のショーを行いました。
　皆、パントマイムの不思議な動きや風船で何
ができるのか、興味津々に見入っていました。

にこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージにこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージにこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージ

やまゆり館の

七夕まつり
やまゆり館の

七夕まつり
やまゆり館の

七夕まつり
2015

（木）
７月２日

平成27年 平成28年
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★★★  利用者さん募集 ★★★
障がい者自立支援事業所
一般社団法人 銀河　サポートステーション オリオン
障がい者自立支援事業所
一般社団法人 銀河　サポートステーション オリオン

障害をお持ちの利用者さん受付中!!一緒に作業しませんか？

〒300-0202　かすみがうら市田伏5428　　TEL　029-875-7097
★就労移行支援　★就労継続（B型）　★日中一時支援

広告欄

スタッフも
同時募集中!!

詳しくは、
お問い合わせください。
詳しくは、
お問い合わせください。

平成２７年度 第１回理事会
議題
１　平成２６年度かすみがうら市社会福祉協議会事業報告・決算について　　認定
２　平成２７年度かすみがうら市社会福祉協議会資金収支補正予算について　 可決
３　かすみがうら市社会福祉協議会定款の一部改正について　可決
４　かすみがうら市社会福祉協議会評議員の選任について　　同意
報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制について

平成２７年度 第１回評議員会
議題
１　平成２６年度かすみがうら市社会福祉協議会事業報告・決算について　　承認
２　平成２７年度かすみがうら市社会福祉協議会資金収支補正予算について　　可決
３　かすみがうら市社会福祉協議会定款の一部改正について　　可決
報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制について

平成２７年５月２５日（月）開催

第２回評議員会　【委嘱状交付】 （第２回評議員会の議案は、すべて同意されました。）
議題
１　かすみがうら市社会福祉協議会理事の選任について
２　かすみがうら市社会福祉協議会監事の選任について

議題終了後、市包括支援センター職員を講師に招き、
成年後見制度について講義を受けました。
議題終了後、市包括支援センター職員を講師に招き、
成年後見制度について講義を受けました。

平成２７年６月２４日（水）開催

理事会・評議員会  報告

第２回理事会 （第２回理事会の議案は、すべて同意されました。）
議題
１　かすみがうら市社会福祉協議会会長・副会長の選任について
２　かすみがうら市社会福祉協議会会長職務代理者の選任について
報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会監事について
２　かすみがうら市社会福祉協議会副会長・理事の順位について
３　かすみがうら市社会福祉協議会慶弔規程の全部改正について
４　かすみがうら市社会福祉協議会退職手当規程の一部改正について

平成２７年７月１日（月）開催
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平成２７年度 かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業平成２７年度 かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業平成２７年度 かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業
　「子どもヘルパー派遣事業」は、平成２３年度から実施している事業で、高齢者との接し方を学ん
だり、地域の方々と交流やさまざまな体験を通じて、思いやりの心を育み、地域全体で高齢者・障
がい者を支えあう意識を高めることを目指しています。
　１年目を下稲吉東小学校の希望者、２～４年目を下稲吉東小学校の５年生を対象に実施し、5 年
目となる平成 27年度からは、下稲吉小学校の６年生を対象に様々な活動を行っていきます。
　今回は、1学期の活動の様子をご紹介します。

任命書授与・学習会
　かすみがうら市の福祉のことや
　高齢者との接し方を学びました。

インスタントシニア体験
　年を重ねると体の動き・感覚は
　どうなるかな？を体験しました。

教室で交流会
　地域の皆さんを教室に招いて交流会を
　しました。

　関節が曲がりにくくなると、歩くのは大変？
　白内障になると、どんな見え方？

手話学習
　あいさつなどの手話を学びました。

シルバーリハビリ体操の体験
　転倒防止の体操を学びました。
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よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット

ひきこもりがち
な方とその家
族のための集
いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館
対象：未就学児

必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

フラッと、お立ち寄りください

22日（土）
26日（土）
24日（土）
21日（土）

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み  発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

やまゆり館

要予約 ！ 029-832-5601

11日（火）、25日（火）
  8日（火）、29日（火）
13日（火）、27日（火）
10日（火）、24日（火）

家庭訪問相談もお受けしています。
時間　9：00～11：00／14：00～16：00

８月
９月
10月
11月

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理 ・ 精神
法律 ・ 医療
保育 ・ 障がい
の専門相談員
が応じます。 

やまゆり館女性の家 あじさい館

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527

休み
19日（土）
17日（土）
21日（土）

時間　13：30～16：30

８月
９月
10月
11月

８月
９月
10月
11月

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

11日（火）
  9日（水）
14日（水）
11日（水）

26日（水）
30日（水）
28日（水）
25日（水）

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

８月
9月
10月
11月

法律は要予約、先着３名まで
※電話での相談は受けておりません

　皆さまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。
　お寄せいただいた善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってかすみがうら市の地域福祉向上のために活用させ
ていただきます。（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）平成27年 4月1日～6月30日　順不同・敬称略

キャラクターの名前募集について（お礼）キャラクターの名前募集について（お礼） 平成27年度　かすみがうら市社会福祉協議会
＜会員加入ご協力のお願い＞

　　社協だより第４３号で、このキャラクター
の名前を募集したところ、多くの方にご応募
いただきありがとうございました。
　ただいま、選考中ですので、決まりまし
たら紙面上で披露したいと思います。

おたのしみに♪

　　社協だより第４３号で、このキャラクター
の名前を募集したところ、多くの方にご応募
いただきありがとうございました。
　ただいま、選考中ですので、決まりまし
たら紙面上で披露したいと思います。

おたのしみに♪

　社会福祉協議会では、会員を募集しております。
　普通会員、特別会員については、区長・常会長・班長・
自治会長の皆様のご協力をいただき、募集しております。
　会員ご加入のご協力をお願いいたします。

普通会員
賛助会員

年額　500 円
年額 3,000円以上

特別会員
法人会員

年額 1,000円以上
年額 5,000円以上

善 意 銀 行善 意 銀 行善 意 銀 行

預託金預託金
●常陽銀行神立支店　
●東京電力常傭労組
　茨城総支部
●常陽銀行
　ボランティア倶楽部
●鈴木　和夫
●㈱久松哲男商店

預託品預託品
●戸田杯　代表　戸田　廣
●コミセンDANCEｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ
　会長　笹島　晃
●遊楽會　会長　荒井　静江
●匿名

古切手古切手
●さくら保育所

40,000円

３0,000円
35,609円
60,000円

443,600円
108,000円

100,000円

タオル250本

タオル、雑巾、石鹸、液体洗剤　他

折りたたみ式リヤカー
ニチレクボール（室内ペタンク）

いも苗120本

預託金の払出し
福祉車両のために
火災などで被害を受けた方のために
その他（送り先に指定のあった寄付）
 ・ 手をつなぐ育成会へ

預託品の払出し
古切手　　県社協へ送付
お手玉　　霞ヶ浦の里、サンシャインつくば、ピソ天神へ
車いす　　社協貸出用福祉用具
非常食　　社協備蓄保管

平成２６年度中に皆さまからお寄せいただいた善意は、以下のように活用させていただきましたので、ご報告いたします。

平成２６年度払い出し実績

発行・編集：社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会　かすみがうら市社会福祉協議会広報委員会
住所 ： 〒300-0134　茨城県かすみがうら市深谷 3719－1 電話：029-898-2527【土日祝日・12/28～1/3を除く 8：30～17：15】
Ｆ Ａ Ｘ ： 029-898-3523　ＨＰ：http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp　E-mail： info@kasumigauracity-shakyo.or.jp

と ぴ っ く す
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