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編集者からのひとこと編集者からのひとこと

今号も、7ページの「ボランティア」のコーナーに、
活発に活動されているボランティア団体を掲載しまし
た。住吉カフェ『輪い話い』は昨年立ち上がったカフェ
で、楽しそうに活動されている様子が伝わりました。
また立ノ越の『環境美化推進委員会』は、既に十数年
前から取り組まれ、町内の美化に確実に寄与してい
る活動と知りました。
両活動はじめ昨年の災害時にも、“ボランティア”

が本当に有難い存在であることを認識させられます。
同時にボランティアの高齢化も大きな課題となってい
ます。何とか次の世代に引き継がれて行くことを、
皆で、そして私自身も主体的に考えて行きたいと思
います。 (Y.O)

総合相談
【心配ごと相談】
◆相談日 毎週水曜日
◆時　間 13：00 ～ 16：00
　（受付12：30 ～ 15：30）
◆場　所 総合保健福祉会館（さわやかセンター）
○弁護士相談
◆相談日　毎月第１水曜日（月１回）
◆時　間　13：00 ～ 15：30
（毎週水曜日の心配ごと相談にて事前にお話を伺い、弁護士相談が
必要な場合に予約となります。）

【福祉相談】【介護相談】【ボランティア相談】
◇常時受け付けています。それぞれ担当者が親身になって相談にのっ
ております。お気軽にご相談ください。

【問い合わせ】 電話  887-0084

☆訪問介護（ホームヘルパー）事業　登録訪問介護員
給　　与：時給1,100円～ （身体介護1,300円～）
資　　格：介護職員初任者研修（ホームヘルパー 2級課程）
　　　　　以上を修了している方
　　　　　普通運転免許
　　　　　心身ともに健全である方
　　　　　初回申請年齢については60歳以下
　　　　　（ただし介護職経験者は除く）
勤　　務：日にち、時間、曜日などご自身の都合で要相談
業務内容：ホームヘルパーとしての生活援助及び介護

【問い合わせ】訪問介護事業所

電話 887-9234（宮本・小松澤）

買物

洗濯

家にあるものを利用して足浴

登録訪問介護員募集登録訪問介護員募集

随時募集！
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12月14日【歳末ふれあい交流会】開催。世界大会で優勝経験のある
『チームエア・レックス』による“スポーツカイト・パフォーマンスと体験会”の様子
12月14日【歳末ふれあい交流会】開催。世界大会で優勝経験のある
『チームエア・レックス』による“スポーツカイト・パフォーマンスと体験会”の様子

対 象 者 阿見町に住民登録のある方
 【新小学1年生】
 ひとり親世帯・交通遺児・両親のない子の世帯で児童扶養手当受給もしくは就学援助を受けている
 要保護・準要保護世帯
 【新中学1年生】
 ひとり親世帯（母子・父子世帯）・交通遺児・両親のない子の世帯、要保護・準要保護世帯
申請方法 対象者の保護者は、事務局（さわやかセンター内）の窓口で印鑑を持参し申請の手続きをお願いします。
 ※保護者以外の方が申請手続きを行う場合は所定の委任状が必要となりますのでご注意下さい。
 ※受付期間後の申請は一切受け付けませんのでご注意下さい。
受付期間 令和2年1月14日（火）から2月17日（月）まで
【問い合わせ】　地域福祉係　電話 887-0084

令和2年4月小・中学校に入学する下記対象者へ入学祝金を贈呈します。
新入学児童・生徒への入学祝金贈呈（^_^）ご入学おめでとうございます。（^_^）

歳末ふれあい交流会
4ページに関連記事
歳末ふれあい交流会
4ページに関連記事

しゃきょうだより（8）



新年あけましておめでとうございます。

町民の皆様方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

旧年中は、阿見町社会福祉協議会の事業運営に対しまして、多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

さて、昨年は全国的に自然災害の多い年となってしまいました。茨城県内におきましても、度重なる台風や大雨

による河川の氾濫などで、各所で甚大な被害を受けました。このような状況の中、被災地には全国から大勢のボラ

ンティアの方々が駆けつけて、復興支援にご参加くださり、本会からも職員が連日、ボランティアセンターの運営

のお手伝いをさせていただきました。

被災地における復興支援事業は今なお続いているのが現状ですが、この度、ボランティアの方々や関係者の皆

様とともに活動させていただいたことは、現代社会において希釈化する人々の支え合いの精神や、人と人の絆を

改めて強く感じる機会となりました。

本会では、本年も「お互いに支え合うまちづくり」を目指して、子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で

暮らし続けることができるよう、さらなる地域福祉の推進のために、関係機関・団体等とより一層連携を図りなが

ら、役職員一体となり、様々な活動に積極的に取り組んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をいただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

最後に、町民の皆様方のご健勝とご多幸をご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会会長
千　葉　　繁

令和２年 新年のご挨拶

例年、茨城県社会福祉大会での表彰となりますが、本年度の第69回茨城県社会福祉大会は、台
風19号による県内の被害が甚大であることから、災害対応を優先させるため中止となりました。台風
被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。
阿見町からは、次の方々が表彰を受けられました。（敬称略・順不同）

茨城県知事及び茨城県社会福祉協議会会長顕彰が決定されました。

＝皆様の受賞を報告致しますとともに、心よりお祝い申し上げます＝

茨城県知事表彰
＊民生委員・児童委員　潮田　惠美子
＊民生委員・児童委員　中井　文子
＊社会福祉援護功労者　阿見町介護サークル
　　　　　　　　　　　人仁の会
＊社会福祉自立更生者　矢口　典正
＊社会福祉施設職員　磯原　友美
＊社会福祉施設職員　竹内　淑恵

茨城県社会福祉協議会会長表彰
＊民生委員・児童委員　西　　征夫
＊民生委員・児童委員　藤平　勇雄
＊民生委員・児童委員　長尾　和博
＊民生委員・児童委員　下村　茂
＊民生委員・児童委員　村木　登志子
＊民生委員・児童委員　伊藤　紀美子
＊民生委員・児童委員　青山　和江
＊民生委員・児童委員　田村　由美子
＊社会福祉施設職員　松本　真紀
＊社会福祉施設職員　長南　友紀
＊社会福祉協議会役員　久米　愛子

里山の葉の彩りが豊かになった１１月１４日、２１人の参加者とともに阿見町内を散
策した。道幅の狭いところも通ることから、小さめのバスを仕立てて、茨城大学農
学部、井関農機にある太平洋戦争当時に使われていた史跡を巡り、また、室町時
代の仏像もある歴史ある西光寺、湧水する溜池である神田池（じんでんいけ）、国体ヨット会場跡
を探検した。
井関農機は、従業員の方にガイドをいただきながら、広大な敷地には見所がたくさんあり、今
回はとても書ききれないほど見て回った。なかでも、こころ揺さぶられたものとして、昭和１７年
の昭和天皇行幸の記念碑があり、低く据えられた石碑は、一説によると空の航空機を見上げるよ
うに、空からでも見えるように建てられたとも言われているとのこと。そして、イギリス積みの赤
レンガ倉庫は、霞ヶ浦海軍航空隊が航空機の格納、整備に使用していたもので、航空機が行き
来したであろう床面を歩きながら、また、骨組みの鉄骨はリベット止めされた作りを見ながらあれ
やこれやと思いが巡ってきた。
日ごろはブロック塀の外側からでしか井関農機を見ていなかったが、今回のツアーに参加して
大きな再発見があり、阿見町をもっと知りたい、教えたくなるものでした。

令和元年１１月１４日（木）
ボランティア連絡会視察研修 「阿見町再発見」

ボランティアボランティア

住吉カフェ「輪い話い」は、区の事業としてH30年7月にプレオープンし、コーヒーのいれ方の練習、テーブルやクッション
の手作り等、準備を重ね同9月に本格オープンしました。毎月第1土曜日・第3火曜日・第4木曜日の午前10時～午後4時
まで、入室料はお代わり自由の100円です。カフェマスターとして22名がボランティア活動しています。開店を待ちかねたよ
うに来店してくださる方達の笑顔を原動力として、昔の住吉区についてのお話を伺ったり、奇数月の第1土曜日のビンゴゲー

ムに一緒に参加したりと楽しく
交流しています。静かにコー
ヒーを味わう方、お話に盛り上
がる方…　皆さんが、また行
こうと思えるような雰囲気作り
を心がけています。

担当　柳生 あつ子
カフェの運営メンバーも笑顔でお出迎え。 参加者も思い思いに過ごされていました。

住吉カフェ『輪い話い』住吉カフェ『輪い話い』住吉カフェ『輪い話い』住吉カフェ『輪い話い』
わ

わ わ

わ

豊かな自然に恵まれた立ノ越地区内の
生活環境を保全する目的で、平成18年
に12名の会員で発足いたしました。
初年度は、自然林の中の町道に面して
投棄されていた粗大ごみ等を撤去するこ
とにより地区内外の人々へ良好な散策
道、安全な生活道路の確保に努め、継続
して地区共有地・町道隣接部地の草刈
り・伐採等による環境美化に取り組んで
おります。
現在は、25名の会員で構成され、年2
回の定期活動の中で、花室川両岸での草

刈り清掃は、交通安全に寄与し、河川への不法投棄防止対策になっていま
す。更に、区民より環境を損なう恐れのある情報を得て、随時対策を講じ
ています。

環境美化推進委員会委員長　湯原　康允

草刈清掃の様子。 皆で今日の活動を確認し合う。

環境美化推進委員会（立ノ越）環境美化推進委員会（立ノ越）環境美化推進委員会（立ノ越）
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このマークがついている事業は赤い羽根共同募金が活用されています。

令和２年１月２４日



《 生 活 介 護 》
◎常に介護を必要とする方に、通所方
式にて日常生活動作の支援、排泄、
食事等の支援及び介護を行うととも
に、創作的活動又は生産活動の機
会を提供します。

《 就労継続支援Ｂ型 》
◎一般企業での就労が困難な方に、
通所方式にて働く場を提供するとと
もに、就労に必要な知識及び能力を
向上させるための訓練を行います。

【 事業所概要 】
○利 用 定 員：生活介護・・・25名
　　　　　　　　就労継続支援B型・・・15名
○開 所 日 時：月曜日～金曜日　9：00 ～ 16：00
○休 所 日：土・日・祝祭日・12月29日～翌1月3日
○事業所所在地：阿見町阿見4671-1阿見町総合保健福祉会館内
○事業実施地域：阿見町近隣市町村

【問い合わせ】　阿見町障害者支援センター 電話888-6063

《 特定相談支援事業 》
◎障害のある方が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ご
とにモニタリングを行う等の支援を行います。

《 障害児相談支援事業 》
◎障害のある児童が障害児通所支援（児童発達支援や放課後等デイサービス等）を利用する前に、
障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

《 障害者相談支援事業 》
◎阿見町在住の障害者（児）及び家族又は介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供の便宜
を図ることや、必要な援助等を行うことにより、障害者（児）等が自立した日常生活及び社会生活
を営むことができるように支援を行います。

【問い合わせ】　阿見町障害者相談支援事業所　電話888-6062
　　　　　　　平日9：00 ～ 16：00

阿見町障害者相談支援事業所

阿見町障害者支援センター
指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

納涼祭の様子

ハロウィンの創作活動

作業訓練の様子

ボウリング大会の様子

使用済み切手・書き損じ葉書収集使用済み切手・書き損じ葉書収集
阿見町役場収納課
下村　茂
阿見手話サークルたんぽぽ
須藤　千代子

（株）柏崎工務店
阿見町役場上下水道課
阿見町役場商工観光課
阿見町役場生涯学習課

君原小学校
つくみ区有志
阿見町役場町民課
匿名　6名

新村　俊介
清水　絹江
安相　賢二

令和元年10月1日～令和元年12月20日（敬称略） たくさんの古切手・書き損じはがき等ありがとうございます

認知症を理解し見守る『応援者』にあなたもなりませんか？認知症を理解し見守る『応援者』にあなたもなりませんか？

【問い合わせ・申し込み】　阿見町地域包括支援センター 887-8124
『講座を受講した生徒が行方不明の高齢者を助けた』などという事例が全国で上がっています！

認知症サポーター養成講座のご案内
認知症は誰にも起こりうる脳の病気によるものです。
しかし、周囲の理解と気遣いがあればおだやかに暮らしていくこと
は可能です。認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして。
自治会、企業、学校、シルバークラブ、商店、友達同士などで開
催可能です。

周りで見守ってくれる人がいる
と安心して生活できるのだけど。

安心して買い物ができる店が
近くにあればなぁ。

困った時、助けてくれる人が
いたらいいのだけれど・・・。

無料
出前講座
無料
出前講座
無料
出前講座
無料
出前講座

阿見町善意銀行阿見町善意銀行
匿名
阿見ライオンズクラブ
匿名
古河ヤクルト販売（株）
阿見町商工会青年部
阿見町立図書館
匿名
大きなかぶ直売所

（有）美都和  阿見営業所
（株）美都住建  ゴルフ部
匿名
アマドール鳥居会
退職公務員連盟  阿見支部
匿名
匿名
ヒュリカ

2,000円
8,102円
1,118円
64,000円
78,000円
6,731円

オムツ　1ケ
18,866円

令和元年10月1日～令和元年12月20日 温かい心をお寄せ下さった方々 （敬称略）

さわやかフェア 2019 よりさわやかフェア 2019 より
輪道会
民生委員児童委員協議会（福祉バザー）
阿見ライオンズクラブ
阿見そば打ち同好会

阿見緑の会
阿見町ボランティア連絡会
阿見町農業委員会
阿見町食生活改善推進協議会

78,950円
121,549円
20,667円
20,000円

4,000円
70,000円
20,000円
5,000円

10,000円
20,000円
玄米　30kg
25,630円

タオル等　417点
紙オムツ 等
1,040円
10,000円
手帳　3冊
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○ このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、阿見町社会福祉協議会へ ○

団体契約者⇒ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
＜引受幹事保険会社＞ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
 医療・福祉開発部 第二開発部第二課
 TEL：03（3349）5137
受付時間：平日の9：00～17：00
　　　　　（土日・祝日、12/31～1/3を除きます）

取扱代理店⇒ 株式会社 福祉保険サービス
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号
 新霞が関ビル17F
 TEL: 03（3581）4667  FAX: 03（3581）4763
営業時間：平日の9：30～17：30(12/29～1/3を除きます）
この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

Aプラン Bプラン
1,040万円
1,040万円

6,500円
65,000円
32,500円
4,000円

1,400万円
1,400万円

10,000円
100,000円
50,000円
6,000円

300万円（限度額）
5億円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の
各保険金額に同じ

（限度額）

（特定感染症）
賠償責任の
補償 （対人・対物共通）

（限度額）

死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金日額

通院保険金日額
特定感染症の補償
葬祭費用保険金
賠償責任保険金

（基本タイプ+地震・噴火・津波）

Aプラン Bプラン
350円
500円

基本タイプ
天災タイプ（※）

510円
710円

入院中の手術
外来の手術

ケガの
補償

手術
保険金

ボランティア活動保険 全国200万人加入！！ http://www.fukushihoken.co.jp
日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償！！

（※）天災タイプで
は、天災（地震、噴
火または津波）に
起因する被保険者
自身のケガを補償
しますが（天災危
険担保特約条項）、
賠償責任の補償に
ついては、天災に
起因する場合は対
象になりません。

保険金額 年間保険料（1名あたり）

保険金をお支払する主な例

検索 ふくしの保険

令和元年度

傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、
賠償責任保険

傷害保険、賠償責任保険、
約定履行費用保険（オプション）

傷害保険

ボランティア行事用保険ボランティア行事用保険 送迎サービス補償送迎サービス補償 福祉サービス総合補償福祉サービス総合補償

好天に恵まれた中、「ふなばしアンデルセン公園」「航空科学博物館」に行ってきました。アンデルセ
ン公園は、とても広く、見応えがあり、多くの家族連れで賑わっていました。
デンマークをイメージしたテーマパークというだけあり、可愛らしい建物がたくさんあり、小旅行
気分を味わいました。
開館３０周年に合わせリニューアルされた航空科学博物館では、航空機の歴史を学んだり、大型模
型を見ることができました。航空機の内部など、客席に座ることもでき、臨場感がありました。
保護者の方々の親睦や親子のふれあいの場を提供していくため、皆さんに楽しんでいただける行
事を企画していきたいと思います。

空港のお仕事紹介パネル。

(上)童話の世界
へ・・・。
(右)天気が良くて気
持ちがいいね。

【なかよし広場】（障害児・者のためのレクリエーション）
を開催しました！【10月5日】
【なかよし広場】（障害児・者のためのレクリエーション）
を開催しました！【10月5日】

迫力満点！！

秋空のもと、今年もつくばユーワールドに行って参

りました。参加された皆さまは、町内に住む72歳以

上のおひとり暮らしの高齢者134名で中学校区ごとに

11月8日・12日・26日の3日間に分け、日帰り旅行を

楽しみました。

会場に着き、食事までの空き時間はお風呂に入っ

たり、館内を散策しながらお土産を買ったりして楽し

んでいました。食事の時間は会話も弾み、色彩豊かな

お弁当に、満面の笑みを浮かべていました。

昼食後は、役者さんの迫力のある演技と時には

ユーモアをまじえてのお芝居や色鮮やかな衣装をま

とった舞踊ショーを鑑賞しました。「年が経つのは早

いね。」と参加者同士が語り合いながら、一日ゆった

りと過ごしました。

今後も皆様に楽しんでいただける企画をお届けし

ます。それまで皆様お元気でお過しください。

ほのぼのレクリエーション
～ 湯ったり観劇日帰り旅行 ～

色
彩
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な
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事

和
や
か
な
食
事
風
景

ス
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開催報告歳末ふれあい交流会歳末ふれあい交流会
対象： 町在住小学生以下のお子さんとその保護者（参加者：270名）　場所：さわやかセンター

12月14日（土）表紙より

毎年お馴染みの金太郎くん、今年初めての
三吉くん。どちらも子どもたちに大人気。

「カレンダー作り」と「ボランティア
体験のしおり作り」に熱心な様子。

今年もサンタと一緒にピース。 「ドクターイエロー」は新幹線の
お医者さん。

ペットボトルで「ファスナー付ケース」
を作るコーナーで、飾りつけに夢中。

みんな可愛く楽しく作った作品たち！！

しゃきょうだより（4） （5）しゃきょうだより

このマークがついている事業は社協会費が活用されています。
社協会費

このマークがついている事業は赤い羽根共同募金が活用されています。

令和２年１月２４日



○ このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、阿見町社会福祉協議会へ ○
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りと過ごしました。
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開催報告歳末ふれあい交流会歳末ふれあい交流会
対象： 町在住小学生以下のお子さんとその保護者（参加者：270名）　場所：さわやかセンター

12月14日（土）表紙より

毎年お馴染みの金太郎くん、今年初めての
三吉くん。どちらも子どもたちに大人気。

「カレンダー作り」と「ボランティア
体験のしおり作り」に熱心な様子。

今年もサンタと一緒にピース。 「ドクターイエロー」は新幹線の
お医者さん。

ペットボトルで「ファスナー付ケース」
を作るコーナーで、飾りつけに夢中。

みんな可愛く楽しく作った作品たち！！
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このマークがついている事業は社協会費が活用されています。
社協会費

このマークがついている事業は赤い羽根共同募金が活用されています。

令和２年１月２４日



《 生 活 介 護 》
◎常に介護を必要とする方に、通所方
式にて日常生活動作の支援、排泄、
食事等の支援及び介護を行うととも
に、創作的活動又は生産活動の機
会を提供します。

《 就労継続支援Ｂ型 》
◎一般企業での就労が困難な方に、
通所方式にて働く場を提供するとと
もに、就労に必要な知識及び能力を
向上させるための訓練を行います。

【 事業所概要 】
○利 用 定 員：生活介護・・・25名
　　　　　　　　就労継続支援B型・・・15名
○開 所 日 時：月曜日～金曜日　9：00 ～ 16：00
○休 所 日：土・日・祝祭日・12月29日～翌1月3日
○事業所所在地：阿見町阿見4671-1阿見町総合保健福祉会館内
○事業実施地域：阿見町近隣市町村

【問い合わせ】　阿見町障害者支援センター 電話888-6063

《 特定相談支援事業 》
◎障害のある方が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ご
とにモニタリングを行う等の支援を行います。

《 障害児相談支援事業 》
◎障害のある児童が障害児通所支援（児童発達支援や放課後等デイサービス等）を利用する前に、
障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

《 障害者相談支援事業 》
◎阿見町在住の障害者（児）及び家族又は介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供の便宜
を図ることや、必要な援助等を行うことにより、障害者（児）等が自立した日常生活及び社会生活
を営むことができるように支援を行います。

【問い合わせ】　阿見町障害者相談支援事業所　電話888-6062
　　　　　　　平日9：00 ～ 16：00

阿見町障害者相談支援事業所

阿見町障害者支援センター
指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

納涼祭の様子

ハロウィンの創作活動

作業訓練の様子

ボウリング大会の様子

使用済み切手・書き損じ葉書収集使用済み切手・書き損じ葉書収集
阿見町役場収納課
下村　茂
阿見手話サークルたんぽぽ
須藤　千代子

（株）柏崎工務店
阿見町役場上下水道課
阿見町役場商工観光課
阿見町役場生涯学習課

君原小学校
つくみ区有志
阿見町役場町民課
匿名　6名

新村　俊介
清水　絹江
安相　賢二

令和元年10月1日～令和元年12月20日（敬称略） たくさんの古切手・書き損じはがき等ありがとうございます

認知症を理解し見守る『応援者』にあなたもなりませんか？認知症を理解し見守る『応援者』にあなたもなりませんか？

【問い合わせ・申し込み】　阿見町地域包括支援センター 887-8124
『講座を受講した生徒が行方不明の高齢者を助けた』などという事例が全国で上がっています！

認知症サポーター養成講座のご案内
認知症は誰にも起こりうる脳の病気によるものです。
しかし、周囲の理解と気遣いがあればおだやかに暮らしていくこと
は可能です。認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして。
自治会、企業、学校、シルバークラブ、商店、友達同士などで開
催可能です。

周りで見守ってくれる人がいる
と安心して生活できるのだけど。

安心して買い物ができる店が
近くにあればなぁ。

困った時、助けてくれる人が
いたらいいのだけれど・・・。

無料
出前講座
無料
出前講座
無料
出前講座
無料
出前講座

阿見町善意銀行阿見町善意銀行
匿名
阿見ライオンズクラブ
匿名
古河ヤクルト販売（株）
阿見町商工会青年部
阿見町立図書館
匿名
大きなかぶ直売所

（有）美都和  阿見営業所
（株）美都住建  ゴルフ部
匿名
アマドール鳥居会
退職公務員連盟  阿見支部
匿名
匿名
ヒュリカ

2,000円
8,102円
1,118円
64,000円
78,000円
6,731円

オムツ　1ケ
18,866円

令和元年10月1日～令和元年12月20日 温かい心をお寄せ下さった方々 （敬称略）

さわやかフェア 2019 よりさわやかフェア 2019 より
輪道会
民生委員児童委員協議会（福祉バザー）
阿見ライオンズクラブ
阿見そば打ち同好会

阿見緑の会
阿見町ボランティア連絡会
阿見町農業委員会
阿見町食生活改善推進協議会

78,950円
121,549円
20,667円
20,000円

4,000円
70,000円
20,000円
5,000円

10,000円
20,000円
玄米　30kg
25,630円

タオル等　417点
紙オムツ 等
1,040円
10,000円
手帳　3冊

しゃきょうだより（6） （3）しゃきょうだより

このマークがついている事業は赤い羽根共同募金が活用されています。 このマークがついている事業は社協会費が活用されています。
社協会費

令和２年１月２４日



新年あけましておめでとうございます。

町民の皆様方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

旧年中は、阿見町社会福祉協議会の事業運営に対しまして、多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

さて、昨年は全国的に自然災害の多い年となってしまいました。茨城県内におきましても、度重なる台風や大雨

による河川の氾濫などで、各所で甚大な被害を受けました。このような状況の中、被災地には全国から大勢のボラ

ンティアの方々が駆けつけて、復興支援にご参加くださり、本会からも職員が連日、ボランティアセンターの運営

のお手伝いをさせていただきました。

被災地における復興支援事業は今なお続いているのが現状ですが、この度、ボランティアの方々や関係者の皆

様とともに活動させていただいたことは、現代社会において希釈化する人々の支え合いの精神や、人と人の絆を

改めて強く感じる機会となりました。

本会では、本年も「お互いに支え合うまちづくり」を目指して、子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で

暮らし続けることができるよう、さらなる地域福祉の推進のために、関係機関・団体等とより一層連携を図りなが

ら、役職員一体となり、様々な活動に積極的に取り組んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をいただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

最後に、町民の皆様方のご健勝とご多幸をご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会会長
千　葉　　繁

令和２年 新年のご挨拶

例年、茨城県社会福祉大会での表彰となりますが、本年度の第69回茨城県社会福祉大会は、台
風19号による県内の被害が甚大であることから、災害対応を優先させるため中止となりました。台風
被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。
阿見町からは、次の方々が表彰を受けられました。（敬称略・順不同）

茨城県知事及び茨城県社会福祉協議会会長顕彰が決定されました。

＝皆様の受賞を報告致しますとともに、心よりお祝い申し上げます＝

茨城県知事表彰
＊民生委員・児童委員　潮田　惠美子
＊民生委員・児童委員　中井　文子
＊社会福祉援護功労者　阿見町介護サークル
　　　　　　　　　　　人仁の会
＊社会福祉自立更生者　矢口　典正
＊社会福祉施設職員　磯原　友美
＊社会福祉施設職員　竹内　淑恵

茨城県社会福祉協議会会長表彰
＊民生委員・児童委員　西　　征夫
＊民生委員・児童委員　藤平　勇雄
＊民生委員・児童委員　長尾　和博
＊民生委員・児童委員　下村　茂
＊民生委員・児童委員　村木　登志子
＊民生委員・児童委員　伊藤　紀美子
＊民生委員・児童委員　青山　和江
＊民生委員・児童委員　田村　由美子
＊社会福祉施設職員　松本　真紀
＊社会福祉施設職員　長南　友紀
＊社会福祉協議会役員　久米　愛子

里山の葉の彩りが豊かになった１１月１４日、２１人の参加者とともに阿見町内を散
策した。道幅の狭いところも通ることから、小さめのバスを仕立てて、茨城大学農
学部、井関農機にある太平洋戦争当時に使われていた史跡を巡り、また、室町時
代の仏像もある歴史ある西光寺、湧水する溜池である神田池（じんでんいけ）、国体ヨット会場跡
を探検した。
井関農機は、従業員の方にガイドをいただきながら、広大な敷地には見所がたくさんあり、今
回はとても書ききれないほど見て回った。なかでも、こころ揺さぶられたものとして、昭和１７年
の昭和天皇行幸の記念碑があり、低く据えられた石碑は、一説によると空の航空機を見上げるよ
うに、空からでも見えるように建てられたとも言われているとのこと。そして、イギリス積みの赤
レンガ倉庫は、霞ヶ浦海軍航空隊が航空機の格納、整備に使用していたもので、航空機が行き
来したであろう床面を歩きながら、また、骨組みの鉄骨はリベット止めされた作りを見ながらあれ
やこれやと思いが巡ってきた。
日ごろはブロック塀の外側からでしか井関農機を見ていなかったが、今回のツアーに参加して
大きな再発見があり、阿見町をもっと知りたい、教えたくなるものでした。

令和元年１１月１４日（木）
ボランティア連絡会視察研修 「阿見町再発見」

ボランティアボランティア

住吉カフェ「輪い話い」は、区の事業としてH30年7月にプレオープンし、コーヒーのいれ方の練習、テーブルやクッション
の手作り等、準備を重ね同9月に本格オープンしました。毎月第1土曜日・第3火曜日・第4木曜日の午前10時～午後4時
まで、入室料はお代わり自由の100円です。カフェマスターとして22名がボランティア活動しています。開店を待ちかねたよ
うに来店してくださる方達の笑顔を原動力として、昔の住吉区についてのお話を伺ったり、奇数月の第1土曜日のビンゴゲー

ムに一緒に参加したりと楽しく
交流しています。静かにコー
ヒーを味わう方、お話に盛り上
がる方…　皆さんが、また行
こうと思えるような雰囲気作り
を心がけています。

担当　柳生 あつ子
カフェの運営メンバーも笑顔でお出迎え。 参加者も思い思いに過ごされていました。

住吉カフェ『輪い話い』住吉カフェ『輪い話い』住吉カフェ『輪い話い』住吉カフェ『輪い話い』
わ

わ わ

わ

豊かな自然に恵まれた立ノ越地区内の
生活環境を保全する目的で、平成18年
に12名の会員で発足いたしました。
初年度は、自然林の中の町道に面して
投棄されていた粗大ごみ等を撤去するこ
とにより地区内外の人々へ良好な散策
道、安全な生活道路の確保に努め、継続
して地区共有地・町道隣接部地の草刈
り・伐採等による環境美化に取り組んで
おります。
現在は、25名の会員で構成され、年2
回の定期活動の中で、花室川両岸での草

刈り清掃は、交通安全に寄与し、河川への不法投棄防止対策になっていま
す。更に、区民より環境を損なう恐れのある情報を得て、随時対策を講じ
ています。

環境美化推進委員会委員長　湯原　康允

草刈清掃の様子。 皆で今日の活動を確認し合う。

環境美化推進委員会（立ノ越）環境美化推進委員会（立ノ越）環境美化推進委員会（立ノ越）
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このマークがついている事業は社協会費が活用されています。
社協会費

このマークがついている事業は赤い羽根共同募金が活用されています。

令和２年１月２４日



  ★この広報紙は「社協会費」「赤い羽根共同募金」を財源として発行しています。 
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【編集・発行】
社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会
令和2年1月24日発行

【事　務　局】
〒300-0331 阿見町阿見4671-1
総合保健福祉会館(さわやかセンター)内
E-mail: fukushi@amishakyo.or.jp
URL: http://www.amishakyo.or.jp

阿見社協 検 索

阿見町 阿見町社会福祉協議会
Ami Welfare Information
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編集者からのひとこと編集者からのひとこと

今号も、7ページの「ボランティア」のコーナーに、
活発に活動されているボランティア団体を掲載しまし
た。住吉カフェ『輪い話い』は昨年立ち上がったカフェ
で、楽しそうに活動されている様子が伝わりました。
また立ノ越の『環境美化推進委員会』は、既に十数年
前から取り組まれ、町内の美化に確実に寄与してい
る活動と知りました。
両活動はじめ昨年の災害時にも、“ボランティア”

が本当に有難い存在であることを認識させられます。
同時にボランティアの高齢化も大きな課題となってい
ます。何とか次の世代に引き継がれて行くことを、
皆で、そして私自身も主体的に考えて行きたいと思
います。 (Y.O)

総合相談
【心配ごと相談】
◆相談日 毎週水曜日
◆時　間 13：00 ～ 16：00
　（受付12：30 ～ 15：30）
◆場　所 総合保健福祉会館（さわやかセンター）
○弁護士相談
◆相談日　毎月第１水曜日（月１回）
◆時　間　13：00 ～ 15：30
（毎週水曜日の心配ごと相談にて事前にお話を伺い、弁護士相談が
必要な場合に予約となります。）

【福祉相談】【介護相談】【ボランティア相談】
◇常時受け付けています。それぞれ担当者が親身になって相談にのっ
ております。お気軽にご相談ください。

【問い合わせ】 電話  887-0084

☆訪問介護（ホームヘルパー）事業　登録訪問介護員
給　　与：時給1,100円～ （身体介護1,300円～）
資　　格：介護職員初任者研修（ホームヘルパー 2級課程）
　　　　　以上を修了している方
　　　　　普通運転免許
　　　　　心身ともに健全である方
　　　　　初回申請年齢については60歳以下
　　　　　（ただし介護職経験者は除く）
勤　　務：日にち、時間、曜日などご自身の都合で要相談
業務内容：ホームヘルパーとしての生活援助及び介護

【問い合わせ】訪問介護事業所

電話 887-9234（宮本・小松澤）

買物

洗濯

家にあるものを利用して足浴

登録訪問介護員募集登録訪問介護員募集

随時募集！
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12月14日【歳末ふれあい交流会】開催。世界大会で優勝経験のある
『チームエア・レックス』による“スポーツカイト・パフォーマンスと体験会”の様子
12月14日【歳末ふれあい交流会】開催。世界大会で優勝経験のある
『チームエア・レックス』による“スポーツカイト・パフォーマンスと体験会”の様子

対 象 者 阿見町に住民登録のある方
 【新小学1年生】
 ひとり親世帯・交通遺児・両親のない子の世帯で児童扶養手当受給もしくは就学援助を受けている
 要保護・準要保護世帯
 【新中学1年生】
 ひとり親世帯（母子・父子世帯）・交通遺児・両親のない子の世帯、要保護・準要保護世帯
申請方法 対象者の保護者は、事務局（さわやかセンター内）の窓口で印鑑を持参し申請の手続きをお願いします。
 ※保護者以外の方が申請手続きを行う場合は所定の委任状が必要となりますのでご注意下さい。
 ※受付期間後の申請は一切受け付けませんのでご注意下さい。
受付期間 令和2年1月14日（火）から2月17日（月）まで
【問い合わせ】　地域福祉係　電話 887-0084

令和2年4月小・中学校に入学する下記対象者へ入学祝金を贈呈します。
新入学児童・生徒への入学祝金贈呈（^_^）ご入学おめでとうございます。（^_^）

歳末ふれあい交流会
4ページに関連記事
歳末ふれあい交流会
4ページに関連記事
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