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阿見町社協 検 索

演奏後、子どもたちはアルパに興味津々。触ったり弾かせてもらったりして、瞳はキラキラになりました。

町内の小学生以下のお子さ
んと保護者の方々約300名
の参加で、今年はアルパの演
奏会がオープニングイベント
として行われました。
美しい音色と美しい衣装にお
子さんたちも静かに聴き入っ
ていました。

(5ページへ続く）

『アルパによるクリスマスコンサート』

オープニングイベントの様子。

アルパは、 スペイン語でハープであるなど、

様々な解説をする奏者の古江かをりさんと生徒

のおふたり。 （スタジオアルパ茨城南教室）

しゃきょうだより（8）

…  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まで）
◆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しを伺い弁護士
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  町社会福祉協議会

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。(^_^)

平成29年4月小・中学校に入学する児童・生徒の保護者に、入学祝
金を贈呈します。

対 象 者　ひとり親世帯（母子・父子世帯）、要保護・準要保
護世帯、交通遺児等両親のない子の世帯
各世帯の平成29年4月新入学児童生徒

申請方法　対象者の保護者の方は、事務局（さわやかセンタ
ー内）の窓口で印鑑を持参して申請の手続きをお
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ください。

申請期間　平成29年1月16日（月）から2月17日（金）
支 給 日　平成29年3月6日（月）から3月24日（金）まで
問合わせ　町社会福祉協議会　地域福祉係

電話 887-0084

～生活福祉資金貸付制度のご案内～
国の制度で、茨城県を通じて茨城県社会福祉協議会がお住まいの市
町村社会福祉協議会を窓口に実施しています。
資金の貸付けと相談援助により、安定した生活を送れるようにするこ
とを目的としています。

◇対 象 世 帯　低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
◇資金の種類　①総合支援資金　②福祉資金

③教育支援資金　④不動産担保生活資金
◇貸　付　額　上記資金の種類により異なります。
◇貸 付 条 件　現在地で６ヶ月以上居住している方

借受人の年齢は原則として65歳未満
（※高齢者世帯は65歳以上）

◇貸 付 利 子　連帯保証人を立てる場合は無利子。
立てない場合は年1.5％となります。

貸付の手続きや資金内容についてはお気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ】町社会福祉協議会

　　　　　　　電話 887-0084

編集者からのひとこと（社協デイサービスにて）
先日、絵手紙を描かれ
ている時間にお邪魔し
た際、狩野キクさん
(99歳)とお話をしまし
た。お元気で長い長い
間働かれてきたこと、
前向きな姿勢、ハキハ
キとしたお話のし方に
驚かされ、更に絵手紙
の絵や字もお上手で、
私の憧れの女性となり
ました。(Y.S)

①最初は親子で身体ごと遊ぼう！
②子どもたちは、思いっきり動いてゲーム。
③親御さんは、膝や腰に良い姿勢や歩き方、日頃の疲れを取る
　セルフケアを教えてもらってゆったり。

ひとり親世帯対象　親子事業

←運動が苦手でも大丈夫！

↓大人は癒されましょう！

第
2
回

参加者募集！参加者募集！

日　　時：平成29年3月18日(土)
10:00～13:00

場　　所：総合保健福祉会館 さわやかセンター
講　　師：NPO阿見アスリートクラブ コーチ陣

（阿見アスレッコクラブ）
募　　集：ひとり親世帯親子20組（先着順）

子ども（3歳以上）とその保護者

募集期間：平成29年1月27日～ 3月10日まで
参 加 費：一世帯800円

★お弁当、コーヒーマイスターのコーヒー＆ドリンク付き
（NPOハチドリ）
*子ども一人増えるごとに300円
大人一人増えるごとに   500円

申　　込：下記事務局へ電話、または直接申し込む

申 込 先：887-0084 町社会福祉協議会

遊・学・癒・食

会歳末ふれあい交流会（平成28年12月10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、急速に進む少子高齢社会にあって、町民の生活習慣や価値観が多様化する中

で、町民一人ひとりの福祉に関するニーズも多様化してきており、子どもから高齢者まで、

誰もが住み慣れた地域で、その人らしく、健康で安心して自立した生活を送るためには、地

域における支えあい、助け合う力を高めていくことが、さらに求められています。

本会では、本年も地域福祉を推進するため、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み、町民の皆様の信頼に応え

てまいりますので、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、新年のご挨拶といたします。

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会会長
天田　富司男

阿見町社会福祉協議会
指定通所介護事業所（デイサービス）

阿見町社会福祉協議会
指定通所介護事業所（デイサービス）
阿見町総合保健福祉会館
（さわやかセンター）
月曜日～金曜日（土・日・祝休み）
午前9時00分～午後3時30分

場　　所

開所日時

健康チェック・日常動作訓練・食事・
入浴・レクリエーションなど
029-887-0084
（担当：髙野　栁生）

サービス

お問い合せ

食事やおやつは管理栄
養士が献立をたててい
ます。食事に制限のある
方でも安心です！

特殊浴槽をご用意して
います。ご自身での入浴
が困難な方でも安心・安
全に入浴を楽しんで頂
けます。

館内をお散歩できます。
館内は約170Mと広く、
完全バリアフリー・手す
り完備の為安全に歩行
訓練が行えます。

「社会福祉法人等による
利用者負担額軽減制度」
の実施事業所です。詳し
くは町社会福祉課等の
情報をご覧ください。

社協デイサービスには４つの特徴があります
①食事 ②入浴 ③散歩 ④減免

障害者支援係障害者支援係障害者支援係障害者支援係

お問い合わせ先
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴：担当のケアマネジャー、または阿見町社会福祉協議会887-0084
重 度 身 体 障 害 者 訪 問 入 浴：阿見町社会福祉課障害福祉係029-888-1111（代表）

☆訪問入浴車☆ ◇浴槽◇ 活動の様子（看護師1名・介護員2名体制）

◎訪問入浴車で、ご自宅にお伺いし、専用の浴槽をお家の中まで運び、お部屋の中で入浴ができます。
ご自宅の浴室での入浴が困難な方や、寝たきりの方も安心して入浴できます。

訪問入浴事業所 重度身体障害者訪問入浴・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴

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）

【事業所概要】
○利 用 定 員：生活介護…20名 　就労継続支援B型…10名
○開 所 日 時：月曜日～金曜日　午前9時～午後4時まで
○休 所 日：土・日・祝祭日・12月29日～翌1月3日
○事業所所在地：茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1阿見町総合保健福祉会館内
【お問い合わせ先】阿見町社会福祉協議会　阿見町障害者支援センター　029-888-6063

《生 活 介 護》
◎介護を必要とする人に通
所方式にて、日中活動に
おける支援及び介護を行
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》
◎一般企業等での就労が
困難な人に、通所方式に
て、働く場を提供するとと
もに、知識及び能力の向
上のために必要な訓練を
行います。 作業訓練の様子（自動車の電装部品組み立て）

運動会の様子 納涼祭の様子
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【ご利用希望の方で詳しくお話を聞きたい方】
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～湯っくり観劇日帰り旅行～
秋に色づくつくばのまちなかを、３日間で１４３名の町内のおひとり暮
らしの高齢者のみなさんにご参加いただき、つくばユーワールドをお楽
しみいただきました。
昼食は色とりどりに彩られた御膳を食べ、お風呂は６５００万年前の
地層、地下１２００メートルから湧き出した良質な天然温泉にゆっくりつ
かりました。

昼食後は、「逢春座浅井劇団」による
演劇・お芝居と舞踊ショーを鑑賞し
ました。天然温泉と御膳、観劇に心
もお腹も満たされたほのぼのレクリ
エーションでした。

演劇前のひととき

色とりどりに彩られた御膳良質な天然温泉

平成２８年１１月１９日（土）、さわやかセンター２Ｆ大会議室で
「介護予防のためのシルバーリハビリ体操」を、阿見町シル
バーリハビリ体操指導士会のみなさんをお迎えし、代表の熊岡
富子氏にシルバーリハビリ体操の実技と効果などを中心に貴重
なお話を伺うことができました。
阿見町内でシルバーリハビリ体操の普及や推進に努めてお

り、各地域への出前教室の状況を担当する地区の会員から紹介がありました。体操の実技に入ると椅子に
座ったままできる体操、呼吸法、筋肉の動かし方、腹筋を意識
した発声練習を行い、体に心地よい刺激が与えられ、体が温ま
ることを実感できました。
会場の皆さんが心と体を一つにして体操をする姿は、誰もが

いつまでも健康で暮らしていきたいという願いがこめられてい
るようでした。

地域ケア研修会を開催しました

「しゃきょうだより115号」6ページ赤い羽根共同募金の記事で、
「③マイアミショッピングセンター様にて」の掲載写真に誤りがあり
ました。各関係者のみなさまには大変ご迷惑をおかけいたしまし
た。おわびして訂正いたします。

③マイアミショッピングセンター様にて→

おわびと訂正
☆訪問介護（ホームヘルパー）事業　登録訪問介護員　随時募集 ！
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
福祉に関し、理解と熱意を持っている方
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
応募・問い合わせ：担当  宮本・小松澤

募　集

小さな私たちもボランティア ！
強風の中でも、北陸新幹線はGo ！

みんなでサンタさんを囲んで。 初の防災展示コーナー。プラ板が焼けて、出来ました ！

秋晴れの中、北茨城市童謡の森ふれあいパークの中にあります「ガラス工房シリカ」へ行き、
オリジナルコップを作りました。『シールに好きな絵を描き、ガラスコップに張り付けた後、砂を
吹き付けてツヤ消し状態にする』という内容で、参加者の皆さんは、「どんな仕上がりになるん
だろう？」「何を書こうかな？」と思いをめぐらせていました。その後、お隣にありますマウントあか
ねでお昼ご飯を食べ、海の幸を満喫しました。

オリジナルコップを作ってきました！

何を書こうかな～？
ステキなガラス製品

おいしかった食事
最高のロケーション ！

今年もたくさんの笑顔に出会い、
私たちも楽しい一日でした。

（表紙から続く）
平成28年12月10日

今年も可愛いポニーの登場。
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～湯っくり観劇日帰り旅行～
秋に色づくつくばのまちなかを、３日間で１４３名の町内のおひとり暮
らしの高齢者のみなさんにご参加いただき、つくばユーワールドをお楽
しみいただきました。
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演劇前のひととき

色とりどりに彩られた御膳良質な天然温泉
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「介護予防のためのシルバーリハビリ体操」を、阿見町シル
バーリハビリ体操指導士会のみなさんをお迎えし、代表の熊岡
富子氏にシルバーリハビリ体操の実技と効果などを中心に貴重
なお話を伺うことができました。
阿見町内でシルバーリハビリ体操の普及や推進に努めてお
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ることを実感できました。
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地域ケア研修会を開催しました

「しゃきょうだより115号」6ページ赤い羽根共同募金の記事で、
「③マイアミショッピングセンター様にて」の掲載写真に誤りがあり
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③マイアミショッピングセンター様にて→

おわびと訂正
☆訪問介護（ホームヘルパー）事業　登録訪問介護員　随時募集 ！
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
福祉に関し、理解と熱意を持っている方
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
応募・問い合わせ：担当  宮本・小松澤

募　集

小さな私たちもボランティア ！
強風の中でも、北陸新幹線はGo ！

みんなでサンタさんを囲んで。 初の防災展示コーナー。プラ板が焼けて、出来ました ！

秋晴れの中、北茨城市童謡の森ふれあいパークの中にあります「ガラス工房シリカ」へ行き、
オリジナルコップを作りました。『シールに好きな絵を描き、ガラスコップに張り付けた後、砂を
吹き付けてツヤ消し状態にする』という内容で、参加者の皆さんは、「どんな仕上がりになるん
だろう？」「何を書こうかな？」と思いをめぐらせていました。その後、お隣にありますマウントあか
ねでお昼ご飯を食べ、海の幸を満喫しました。

オリジナルコップを作ってきました！

何を書こうかな～？
ステキなガラス製品

おいしかった食事
最高のロケーション ！

今年もたくさんの笑顔に出会い、
私たちも楽しい一日でした。

（表紙から続く）
平成28年12月10日

今年も可愛いポニーの登場。
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歳末ふれあい交流会に参加して
BORAぼらんてぃあ代表　　仁平友香莉

私たち茨城県立医療大学のボランティアサークル
『BORAぼらんてぃあ』は、阿見町社会福祉協議会
の方々と共に、阿見町で行われるイベントの支援な
どを行っています。
将来、医療に携わるものとして、様々な形でいろ
いろな年代の方と触れ合うことができるので、コ
ミュニケーションの実践的な学習にもなっており、
私たちも一つ一つの依頼にやりがいを感じながら
活動しています。
最近の活動としては12月10日（土）に開催された、
歳末ふれあい交流会に参加しました。プラ板制作
後のキーチェーンを通し、お土産の受け渡しのお手
伝いをさせて頂きましたが、完成した作品を嬉しそ
うに持ち帰る小さい子供たちの笑顔をたくさん見
ることで、元気とパワーをもらうことができました。
また、保護者の方や関係者の方から、「ありがと

う」という温かい言葉をいただき、ちいさな支援で
したが、活動に参加出来たことを誇りに思いました。
これからも積極的にボランティアに取り組んでいき
たいと思います。

災害ボランティアセンター設置運営訓練開催
11月13日(日) 町総合保健福祉会館（さわやかセンター）にて社協職員を対象に、災害ボランティアセンター設置運営訓

練が行われました。常総市社会福祉協議会の生活支援係長の深谷和美様を講師に迎えて、平成27年9月の関東・東北豪雨

災害時の常総市の被災状況や取り組み等のお話を聞いた後に、実際に災害ボランティアセンター設置場所に指定されている

さわやかセンター別館機能回復訓練室前の駐車場で模擬訓練が行われました。

当日は、社協との繋がりのあるボランティアさんも７名参加してくださいました。ひとりのボランティアさんがこんな事を

つぶやいていました。「日頃からボランティアと社協、役場が繋がっていないと、本当に災害が起きたときに誰も集まってこ

ないよね。」と。深谷さんのお話の中にも、日頃の地域住民との交流が大事で、災害に強い地域作りも大切と言っていました。

▲ボランティア役とスタッフ役に分か
れて訓練。

▲必要な活動に合っている人を探してマッチン
グさせます。

▲常総市社協の深谷さん

オリエンテーションで活動全体の説明を受ける。▶

さわやかフェアで「霞帆の会」が
お茶席＆いけばな展を開催

大勢のお客様にいらしていただき、会員一同感謝しております。

お客様から頂いた寄付金は善意
銀行に預託しました。

伝統的ないけばな作品と日用
雑器を使った遊び心の花を展
示しました。

ぼらんてぃあぼらんてぃあぼらんてぃあぼらんてぃあ

使用済み切手 書き損じ葉書収集 平成28年10月1日～平成28年12月31日　　　　　　　　
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（順不同・敬称略）

つくみ区有志一同
お弁当のくっくる
山田　せつ
大久保　茂子
會田　朋子
あみ産直センター直売所

小林　洋子
阿見インディアカ
匿名
山口　昭夫
上野　チエ子
匿名

阿見町役場　収納課
阿見町役場　税務課
石井　惺子
筑波山神社社務所
藤澤電設工業（株）
中西　靖子

退職公務員連盟阿見班
斉藤　悦子
君原小学校
須藤　千代子
㈲久保組

輪道会
阿見町町民活動センター
手話サークルたんぽぽ
福祉バザー（阿見町民生委員児童委員協議会）
宮坂　佳典
阿見緑の会

51,850円
3,000円
1,445円

225,033円
7,000円
8,000円

阿見町農業委員会
阿見そば打ち同好会
阿見町国際交流協会 国際農園グループ
阿見ライオンズクラブ
阿見町ボランティア連絡会
霞帆の会　茶道部

60,000円
20,000円
10,000円
15,000円
36,999円
15,000円

さわやかフェア２０１６より

ありがとうコーナーありがとうコーナー
下小瀬　昌代
あみ産直センター直売所
匿名
匿名
（有）美都和
キヤノン株式会社　阿見事業所
一区金毘羅祭７A班
LCL株式会社
匿名
匿名

阿見町善意銀行
（順不同・敬称略）温かい心をお寄せくださった方々

平成28年10月1日～
平成28年12月20日

テプラテープ36ｍｍ×4本
15,341円
米　5ｋｇ

オムツ 4ケ  パット 7ケ
20,000円
24,160円
38,281円
30,000円
玄米　30ｋｇ
10,000円

人仁の会
匿名
ニルス
匿名
退職公務員連盟阿見班
池田　登喜子
（株）ヒュリカ
阿見町立図書館
宮本　みつ子
阿見町食生活改善推進協議会

車イス　1台
タオル　145本

5,000円
30,000円

タオル他　275ケ
手作りティシュケース 120個

10,000円
10,160円
20,000円
5,000円

愛の募金箱 町善意銀行では、各事業所、施設等に愛の募金箱の設置を依頼し多くの方々よりご協力いただきました。
これらの募金は、社会福祉への総参加による事業推進資金源として大切に活用させていただいております。

 （順不同・敬称略）
楽生
原理容室
（有）カワサキスタジオ
中央公民館
ケアセンター阿見
理想科学工業（株）筑波工場
（株）ツムラ茨城工場
霞ヶ浦薬剤センター
ココストア阿見中央店 ※平成28年5月まで設置

阿見ゴルフ練習場
本郷ふれあいセンター
（株）常陽銀行　荒川沖東支店
うずら出張所
阿見翔裕園
阿見郵便局
ＭＣフードスペシャリティーズ（株）
阿見中央一郵便局
阿見青宿郵便局

学校法人　霞ヶ浦高等学校
茨城県自動車学校　土浦校
予科練平和記念館
福祉センターまほろば
舟島ふれあいセンター
君原公民館
三菱化学（株）筑波総合研究所
フタムラ化学（株）茨城工場
かすみ公民館

（株）筑波銀行　阿見支店
ＪＡ茨城かすみ阿見支店
阿見第一クリニック
マイアミショッピングセンター
町民活動センター
水戸信用金庫　阿見支店
阿見町役場　政策秘書課
阿見町役場　会計課
社協事務所　カウンター

合　計　　　158,672円

在宅福祉（有償）サービス事業について
簡単な家事のお手伝いを提供する有料の福祉サービスです。
日常生活に困っている世帯で、概ね65歳以上の高齢者や障害をお持ちの方がご利用になれます。

※会員登録制となっております。 ご利用希望の方はセンターまでご連絡下さい。

お手伝いしてくださる協力会員さんも大募集中です!!
ぜひお問い合わせください！

ひまわりサービス

電話：029-887-8124（直通）

サービス内容
●食事の支度
●洗濯、掃除、整理整頓
●生活必需品の買い物
●通院、入院または退院時の付き添い
●外出の付き添い、話し相手　など

【利用時間】
7時～ 19時

（12/28～1/5まで休み）

【利用料金】
６００円 /１時間

※延長料金は30分未満300円、30分以上は１時間となります。
※利用料のお支払いは利用券を購入してください。

利用時間・利用料金
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歳末ふれあい交流会に参加して
BORAぼらんてぃあ代表　　仁平友香莉

私たち茨城県立医療大学のボランティアサークル
『BORAぼらんてぃあ』は、阿見町社会福祉協議会
の方々と共に、阿見町で行われるイベントの支援な
どを行っています。
将来、医療に携わるものとして、様々な形でいろ
いろな年代の方と触れ合うことができるので、コ
ミュニケーションの実践的な学習にもなっており、
私たちも一つ一つの依頼にやりがいを感じながら
活動しています。
最近の活動としては12月10日（土）に開催された、
歳末ふれあい交流会に参加しました。プラ板制作
後のキーチェーンを通し、お土産の受け渡しのお手
伝いをさせて頂きましたが、完成した作品を嬉しそ
うに持ち帰る小さい子供たちの笑顔をたくさん見
ることで、元気とパワーをもらうことができました。
また、保護者の方や関係者の方から、「ありがと

う」という温かい言葉をいただき、ちいさな支援で
したが、活動に参加出来たことを誇りに思いました。
これからも積極的にボランティアに取り組んでいき
たいと思います。

災害ボランティアセンター設置運営訓練開催
11月13日(日) 町総合保健福祉会館（さわやかセンター）にて社協職員を対象に、災害ボランティアセンター設置運営訓

練が行われました。常総市社会福祉協議会の生活支援係長の深谷和美様を講師に迎えて、平成27年9月の関東・東北豪雨

災害時の常総市の被災状況や取り組み等のお話を聞いた後に、実際に災害ボランティアセンター設置場所に指定されている

さわやかセンター別館機能回復訓練室前の駐車場で模擬訓練が行われました。

当日は、社協との繋がりのあるボランティアさんも７名参加してくださいました。ひとりのボランティアさんがこんな事を

つぶやいていました。「日頃からボランティアと社協、役場が繋がっていないと、本当に災害が起きたときに誰も集まってこ

ないよね。」と。深谷さんのお話の中にも、日頃の地域住民との交流が大事で、災害に強い地域作りも大切と言っていました。

▲ボランティア役とスタッフ役に分か
れて訓練。

▲必要な活動に合っている人を探してマッチン
グさせます。

▲常総市社協の深谷さん

オリエンテーションで活動全体の説明を受ける。▶

さわやかフェアで「霞帆の会」が
お茶席＆いけばな展を開催

大勢のお客様にいらしていただき、会員一同感謝しております。

お客様から頂いた寄付金は善意
銀行に預託しました。

伝統的ないけばな作品と日用
雑器を使った遊び心の花を展
示しました。

ぼらんてぃあぼらんてぃあぼらんてぃあぼらんてぃあ

使用済み切手 書き損じ葉書収集 平成28年10月1日～平成28年12月31日　　　　　　　　
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（順不同・敬称略）

つくみ区有志一同
お弁当のくっくる
山田　せつ
大久保　茂子
會田　朋子
あみ産直センター直売所

小林　洋子
阿見インディアカ
匿名
山口　昭夫
上野　チエ子
匿名

阿見町役場　収納課
阿見町役場　税務課
石井　惺子
筑波山神社社務所
藤澤電設工業（株）
中西　靖子

退職公務員連盟阿見班
斉藤　悦子
君原小学校
須藤　千代子
㈲久保組

輪道会
阿見町町民活動センター
手話サークルたんぽぽ
福祉バザー（阿見町民生委員児童委員協議会）
宮坂　佳典
阿見緑の会

51,850円
3,000円
1,445円

225,033円
7,000円
8,000円

阿見町農業委員会
阿見そば打ち同好会
阿見町国際交流協会 国際農園グループ
阿見ライオンズクラブ
阿見町ボランティア連絡会
霞帆の会　茶道部

60,000円
20,000円
10,000円
15,000円
36,999円
15,000円

さわやかフェア２０１６より

ありがとうコーナーありがとうコーナー
下小瀬　昌代
あみ産直センター直売所
匿名
匿名
（有）美都和
キヤノン株式会社　阿見事業所
一区金毘羅祭７A班
LCL株式会社
匿名
匿名

阿見町善意銀行
（順不同・敬称略）温かい心をお寄せくださった方々

平成28年10月1日～
平成28年12月20日

テプラテープ36ｍｍ×4本
15,341円
米　5ｋｇ

オムツ 4ケ  パット 7ケ
20,000円
24,160円
38,281円
30,000円
玄米　30ｋｇ
10,000円

人仁の会
匿名
ニルス
匿名
退職公務員連盟阿見班
池田　登喜子
（株）ヒュリカ
阿見町立図書館
宮本　みつ子
阿見町食生活改善推進協議会

車イス　1台
タオル　145本

5,000円
30,000円

タオル他　275ケ
手作りティシュケース 120個

10,000円
10,160円
20,000円
5,000円

愛の募金箱 町善意銀行では、各事業所、施設等に愛の募金箱の設置を依頼し多くの方々よりご協力いただきました。
これらの募金は、社会福祉への総参加による事業推進資金源として大切に活用させていただいております。

 （順不同・敬称略）
楽生
原理容室
（有）カワサキスタジオ
中央公民館
ケアセンター阿見
理想科学工業（株）筑波工場
（株）ツムラ茨城工場
霞ヶ浦薬剤センター
ココストア阿見中央店 ※平成28年5月まで設置

阿見ゴルフ練習場
本郷ふれあいセンター
（株）常陽銀行　荒川沖東支店
うずら出張所
阿見翔裕園
阿見郵便局
ＭＣフードスペシャリティーズ（株）
阿見中央一郵便局
阿見青宿郵便局

学校法人　霞ヶ浦高等学校
茨城県自動車学校　土浦校
予科練平和記念館
福祉センターまほろば
舟島ふれあいセンター
君原公民館
三菱化学（株）筑波総合研究所
フタムラ化学（株）茨城工場
かすみ公民館

（株）筑波銀行　阿見支店
ＪＡ茨城かすみ阿見支店
阿見第一クリニック
マイアミショッピングセンター
町民活動センター
水戸信用金庫　阿見支店
阿見町役場　政策秘書課
阿見町役場　会計課
社協事務所　カウンター

合　計　　　158,672円

在宅福祉（有償）サービス事業について
簡単な家事のお手伝いを提供する有料の福祉サービスです。
日常生活に困っている世帯で、概ね65歳以上の高齢者や障害をお持ちの方がご利用になれます。

※会員登録制となっております。 ご利用希望の方はセンターまでご連絡下さい。

お手伝いしてくださる協力会員さんも大募集中です!!
ぜひお問い合わせください！

ひまわりサービス

電話：029-887-8124（直通）

サービス内容
●食事の支度
●洗濯、掃除、整理整頓
●生活必需品の買い物
●通院、入院または退院時の付き添い
●外出の付き添い、話し相手　など

【利用時間】
7時～ 19時

（12/28～1/5まで休み）

【利用料金】
６００円 /１時間

※延長料金は30分未満300円、30分以上は１時間となります。
※利用料のお支払いは利用券を購入してください。

利用時間・利用料金
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阿見町社協 検 索

演奏後、子どもたちはアルパに興味津々。触ったり弾かせてもらったりして、瞳はキラキラになりました。

町内の小学生以下のお子さ
んと保護者の方々約300名
の参加で、今年はアルパの演
奏会がオープニングイベント
として行われました。
美しい音色と美しい衣装にお
子さんたちも静かに聴き入っ
ていました。

(5ページへ続く）

『アルパによるクリスマスコンサート』

オープニングイベントの様子。

アルパは、 スペイン語でハープであるなど、

様々な解説をする奏者の古江かをりさんと生徒

のおふたり。 （スタジオアルパ茨城南教室）

しゃきょうだより（8）

…  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まで）
◆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しを伺い弁護士
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  町社会福祉協議会

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。(^_^)

平成29年4月小・中学校に入学する児童・生徒の保護者に、入学祝
金を贈呈します。

対 象 者　ひとり親世帯（母子・父子世帯）、要保護・準要保
護世帯、交通遺児等両親のない子の世帯
各世帯の平成29年4月新入学児童生徒

申請方法　対象者の保護者の方は、事務局（さわやかセンタ
ー内）の窓口で印鑑を持参して申請の手続きをお
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ください。

申請期間　平成29年1月16日（月）から2月17日（金）
支 給 日　平成29年3月6日（月）から3月24日（金）まで
問合わせ　町社会福祉協議会　地域福祉係

電話 887-0084

～生活福祉資金貸付制度のご案内～
国の制度で、茨城県を通じて茨城県社会福祉協議会がお住まいの市
町村社会福祉協議会を窓口に実施しています。
資金の貸付けと相談援助により、安定した生活を送れるようにするこ
とを目的としています。

◇対 象 世 帯　低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
◇資金の種類　①総合支援資金　②福祉資金

③教育支援資金　④不動産担保生活資金
◇貸　付　額　上記資金の種類により異なります。
◇貸 付 条 件　現在地で６ヶ月以上居住している方

借受人の年齢は原則として65歳未満
（※高齢者世帯は65歳以上）

◇貸 付 利 子　連帯保証人を立てる場合は無利子。
立てない場合は年1.5％となります。

貸付の手続きや資金内容についてはお気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ】町社会福祉協議会

　　　　　　　電話 887-0084

編集者からのひとこと（社協デイサービスにて）
先日、絵手紙を描かれ
ている時間にお邪魔し
た際、狩野キクさん
(99歳)とお話をしまし
た。お元気で長い長い
間働かれてきたこと、
前向きな姿勢、ハキハ
キとしたお話のし方に
驚かされ、更に絵手紙
の絵や字もお上手で、
私の憧れの女性となり
ました。(Y.S)

①最初は親子で身体ごと遊ぼう！
②子どもたちは、思いっきり動いてゲーム。
③親御さんは、膝や腰に良い姿勢や歩き方、日頃の疲れを取る
　セルフケアを教えてもらってゆったり。

ひとり親世帯対象　親子事業

←運動が苦手でも大丈夫！

↓大人は癒されましょう！

第
2
回

参加者募集！参加者募集！

日　　時：平成29年3月18日(土)
10:00～13:00

場　　所：総合保健福祉会館 さわやかセンター
講　　師：NPO阿見アスリートクラブ コーチ陣

（阿見アスレッコクラブ）
募　　集：ひとり親世帯親子20組（先着順）

子ども（3歳以上）とその保護者

募集期間：平成29年1月27日～ 3月10日まで
参 加 費：一世帯800円

★お弁当、コーヒーマイスターのコーヒー＆ドリンク付き
（NPOハチドリ）
*子ども一人増えるごとに300円
大人一人増えるごとに   500円

申　　込：下記事務局へ電話、または直接申し込む

申 込 先：887-0084 町社会福祉協議会

遊・学・癒・食

会歳末ふれあい交流会（平成28年12月10日）


