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編集者からのひとこと

9 月 16 日〜11 月 28 日 の 間、
常総市災害ボランティアセン
ターで、阿見町社協職員も延
べ 131 名支援させていただき
ました。連日全国から来られ
るボランティアの方々が少し
でも 円 滑に活 動 できるよう、
他市町村社協の皆様と連携し、
微力ながら支援活動を実施い
たしました。

（編集者からのひとことへ続く）
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社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会会長

天田

富 司男

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
良き新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
また、日頃より本会の運営・事業に対しまして、深いご理解とご協力を賜り厚く感謝申し上
げます。
さて、少子高齢化への急激な進行に伴い、地域福祉を取り巻く環境は大きく変化し、
近年大きな社会的課題となっている認知症対策や子育て支援、生活困窮者への対応
等様々な福祉課題が生じており、社会福祉協議会が担うべき役割はますます拡大してお
ります。
本会では、このような諸課題に対応するため、各関係機関・団体等とより一層連携
を図りながら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指し、本年も役職
員一体となって地域福祉の推進に積極的に取り組み、町民の皆様からご信頼いただけ
るよう努めて参りますので、より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
結びに、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。

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）
場

所

開所日時

阿見町総合保健福祉会館
（さわやかセンター）

サービス

月曜日〜金曜日
（土・日・祝休み）
午前9時00分〜午後3時30分

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
柳生）

お問い合せ （担当：髙野

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

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。

③散歩

④減免

館内をお散歩できま 「社会福祉法人等に
す。館内は約170M よ る 利 用 者 負 担 額
と広く、完全バリア 軽減制度」
の実施事
フリー・手すり完備 業所です。 詳しくは
の為安全に歩行訓 町社会福祉課等の
練が行えます。
情報をご覧ください。

平成28年1月22日
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障害者支援係
障害者支援センター（指定障害福祉サービス事業所）
○生 活 介 護…常に介護を必要とする方に、通所方式にて食事、排泄等の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。
※当事業所の利用は、
原則として、
介護給付及び訓練等給付の支給決定を受けた方が対象になります。

お問い合わせ先：障 害 者 支 援 センター ℡888-6063

日中一時支援事業
○日中一時支援介護者の都合などにより障害者及び障害児を一時的に介護できなくなった場合、一
時預かりを行います。
※当事業所の利用は、原則として、身体・知的障害者の手帳を持っている方で阿見町障害福祉課
に日中一時支援の利用申請し、決定通知書が交付された方が利用できます。

お問い合わせ先：阿 見 町 障 害 福 祉 課 ℡888-2943

障害者相談支援事業所
○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…障害者（児）及び家族又は介護者などからの相談に応じ、情報の提供の便宜
を図ることや、権利擁護のために必要な援助等を行います。

お問い合わせ先：障害者相談支援事業所 ℡888-6062

訪問入浴事業所（障害者・介護保険）
○重度身体障害者訪問入浴事業 ○訪問入浴介護事業 ○介護予防訪問入浴事業
※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。

☆訪問入浴車☆

◇浴槽◇

活動の様子（看護師 1 名・介護員 2 名体制）

お問い合わせ先
重度身体障害者訪問入浴：阿見町障害福祉課 888-2943
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
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家族でなかよく、みんなとなかよく日帰り遠足へ･･･
今年の
「なかよし広場」は、10月18日
（日）とてもよい天気に恵まれ暖かい日の中、
①すみだ水族館の見学②水
上バスに乗る！をメインに62 名の皆様にご参加をいただきました。
すみだ水族館では、クラゲの世界に時がたつのを忘れ、かわいらしいペンギンやオットセイ、チンアナゴなど
珍しい海の生き物を見ることができました。
浅草でおいしい食事をした後、水上バスで浅草から日の出桟橋まで約 1 時間、水上からの東京見学をし、デッ
クス東京ビーチで自由散策…盛りだくさんの一日を過ごしていただくことができました。
ご家族とはもちろんのこと、
他の参加者の皆さんとも交流がもて、
つながりの輪が広がったようで、とてもうれしく感じました。
お子さんたちは帰りのバスでも元気いっぱいでした。

これから乗ります！

12 月 13 日 ( 日 )、阿見町の小学生以下のお子さんとその保護者の皆さん
279 名が参加されました。
今回は
「こわい災害を楽しく学ぼ
う」ということで、防災科学技術
研究所から Dr. ナダレンジャー
が様々な地質現象を伝えるグッズ
と共に登場。子どもたちの手が元
気に上がり、実際にやってみる体
験型のショーを楽しみました。
新たに
「ポニー乗馬体験」と
「プラ
板つくり」の２つを企画。楽しそう
に各イベントをスタンプラリーし
ながら廻る親子の笑顔が見ること
Dr.ナダレンジャーと一緒にお皿をまわす子どもたち。 ができ、職員にとっても多忙なが
ら充実した事業となりました。

水の上からの東京

プラ板がトースターの中で曲がって縮むよ！
どんなストラップができたかな？

サンタクロースもピース！

小雨の降る中、100 人以上の子どもを乗せた
おとなしくて強い金太郎と豆太郎。

館内を走るのは初めて！N700 系新幹線。

カレンダーにボランティアカード。
シールもいっぱい貼ったよ。
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〜ひたち海浜公園みはらしの丘赤く染まるコキア見学〜
うみかおるひたちなかの街を、３日間で１３７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、秋のひたちなかを楽しんでいただきました。
広い園内をシーサイドトレインで散策。みはらしの丘では、真っ赤に紅葉したコ
キアとコスモスのコントラストが見事でした。

コキアとコスモスの見事なコントラスト

昼食後は、「めんたいパーク大洗」で明太子の
製造過程、加工するところを目の前で見ることが
できました。
真っ赤に紅葉したコキアと、海の幸を楽しんで、
心もお腹も満たされ満喫したほのぼのレクリエー
みはらしの丘を望む

ションでした。

園内を走るシーサイドトレイン

家族介護支援事業のご案内
高齢者を介護している家族等が、介護に関する知識や技術、介護者の健康管理等について
学ぶための介護教室を年６回開催しています。また、高齢者を介護している家族の心身のリフ
レッシュと介護者相互の交流を図るため、介護者交流会を年２回開催しています。

自 宅 でできるセルフ
マッサージやタオル一本
でできる簡単で効果的な
運動を行いました。

簡単リハビリ体操 ( 第１回目 )

基本的な心肺蘇生法や
各所で設置されているＡ
ＥＤ( 自 動 体 外 式 除 細 動
器 ) の操作を学びました。

救急蘇生法・ＡＥＤ講習 ( 第 3 回目 )

開催予定は広報あみ、社会福祉協議会のホームページ、公民館のポスター等をご確認ください。

〜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不動産担保型生活資金
◇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町社会福祉協議会までお気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ】電話 887-0084 地域福祉係

しゃきょうだより

（6）

ありがとうコーナー
阿見町善意銀行

平成27年10月1日〜
平成27年12月31日

匿名

切手
（800 円分）

匿名

50,000 円

阿見ライオンズクラブ

ジュース 2ケース お茶 1ケース

まほろば茶道同好会

4,000 円

桂子

3,219 円

匿名

玄米

60ｋｇ

さわやかフェア２０１５より
阿見町民生委員児童委員協議会

216,054 円

温かい心をお寄せくださった方々
匿名

（敬称略）

オムツ 1パック パット 1パック

曙ミニ芸術祭実行委員会

3,600 円

阿見町食生活改善推進協議会

5,000 円

ニルスダンススポーツクラブ

5,000 円

（株）
ヒュリカ

10,000 円

退職公務員連盟 阿見班

タオル

250 本

阿見町図書館

他

12,140 円

土浦友の会 阿見支部

5,000 円

（株）
樹里

10,000 円

輪道会

47,920 円

阿見緑の会

10,000 円

阿見そば打ち同好会

20,000 円

霞帆の会

10,000 円

阿見ライオンズクラブ

20,000 円

阿見町ボランティア連絡会

50,000 円

阿見町農業委員会

60,000 円

阿見町国際交流協会 国際農園グループ

10,000 円

町民活動センター

愛 の募 金
楽生

2,000 円

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）

箱

本郷ふれあいセンター

茨城県自動車学校

土浦校

ＪＡ茨城かすみ阿見支店

常陽銀行（株）荒川沖東支店

予科練平和記念館

阿見第一クリニック

うずら出張所

福祉センターまほろば

マイアミショッピングセンター

阿見翔裕園

舟島ふれあいセンター

町民活動センター

ケアセンター阿見

阿見郵便局

君原公民館

理想科学工業（株）筑波工場

ＭＣフードスペシャリティーズ（株） 三菱化学
（株）
筑波総合研究所

ココストア阿見中央店

原理容室
（有）
カワサキスタジオ
中央公民館

水戸信用金庫

阿見支店

阿見中央一郵便局

フタムラ化学（株）茨城工場

阿見町役場

秘書課

霞ヶ浦薬剤センター 薬局

阿見青宿郵便局

かすみ公民館

阿見町役場

会計課

阿見ゴルフ練習場

学校法人

筑波銀行(株）阿見支店

社協事務所 カウンター
計
200,999 円

（株）
ツムラ茨城工場

霞ヶ浦高等学校

合

使用済み切手 書き損じ葉書収集

平成27年10月1日〜平成27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
（敬称略）

つくみ区有志一同

実穀小学校

社協事務所

中央公民館

役場上下水道課

役場障害福祉課

下村 茂

舟島小学校

君原小学校

林田 キヨミ

村松 芳子

退職公務員連盟 阿見班

徳永 玲子

藤枝 敏子

安相 賢二

阿見インディアカ

下平 直子

匿名

理想科学工業
（株）
筑波工場

宮下会計事務所

フタムラ化学
（株）

募集
☆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〜
資格 ： 介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２級課程）
以上 普通運転免許
心身ともに健全である方高齢社会や福祉に関し、
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
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ぼ ら んてぃ あ
おかげ様で

ボランティア連絡会世話人代表

大竹 けい子

秋晴れ、10月25日（日）に行われた、さわやかフェアボラ
ンティア連絡会模擬店の収益金を、当初は、11月21日（土）
開催の「全国ボランティアフェスティバルふくしま」で講演
をされる飯舘村長菅野様に義援金としてお持ちしようと計

さわやかフェア（模擬店）に参加して
阿見緑の会

落合 照子

10 月 25 日（日）、少々風は強かったものの天候に恵ま
れたさわやかフェアでした。
今年私がまかされたのは、 焼きそば 。
山のように積まれた材料を前に「全部作って売るの？」

画を立てましたが、9月に思いも寄らぬ災害「関東・東北豪

とただビックリ！
！１回に焼く分がキャベツ、肉、そばとそ

雨」が身近なところで起こり、大きな被害を受けた常総市

れぞれ袋詰めされていました。

にお持ちしようと計画を変更しました。

鉄板に火が入りいよいよ焼き始めました。知り合いのご

そこで、どのような方法があるか考えましたが、私たちの

夫婦が通りかかったので、「さあ！ 買った買った、さわや

誠意を届けようと11月30日（月）に、常総市の社協に行っ

か特製の焼きそばだよ！ たったの 300 円」と口上よろしく

て支援金100,000円を社協事務局長の滝本様に手渡しし

売ったのは良かったのですが、開始 10 時の 5 分前、先輩

てきました。お忙しい中、

より
「まだダメ！」の厳しい声。「ごめんなさい。」と知人夫

滝本様に丁重に対応して

婦に頭を下げたという次第でした。

い ただき、水害の恐ろし

こんなすべり出しでしたが、目の前を通る親子連れや車

さをまざまざと感じて帰

椅子の人、夫婦仲良く歩く姿、どの

ってきました。

人も笑顔、笑顔でした。忙しかった

最 後 に なりました が、

けれど、楽しい 1 日でした。

模擬店を手伝ってくださ
った皆さん、そしてお買
い上げいただいたお客様
のおかげ様で、常総市へ
温かい気持ちを伝えるこ
とが出来ました。本当に
ありがとうございました。

今日 1 日私は、この笑顔に会うた
11月30日（月）常総市社協の
滝本事務局長さんに
支援金を手渡ししてきました
【常総市への支援金内訳】
ボランティア連絡会より 70,000円
阿見緑の会より
20,000円
霞帆の会より
10,000円

めにここにいたのだと思いました。
そして来年もまたこの場所で、この

ボラ連模擬店
笑顔に会いたいと心から思いました。 「焼きそば」コーナー

ボランティア連絡会視察研修に参加して
阿見朗読の会

来栖 君代

11 月 21 日（土）第 24 回全国ボランティアフェスティバ

ぼらんてぃあ体験リレー
ハナミズキの会

中川 美香

「やったぁ！」本を読んでいて子供たちが絵本の世界に
入ってくれる時、それまでの練習の苦労を払拭してくれます。

ル参加で福島県郡山市へ行きました。
常磐高速道を北へ進み、素朴なデコ屋敷（張り子人形や
三春駒製作販売）見学時は小春日和。凛とした空気、菊の
花、たわわな柿の実、東北の秋を満喫して、ホテルでランチ。
その後、メイン会場のビッグパレットふくしま到着。ウェル
カム演奏は山木屋太鼓。東日本大震災・原発事故から 5 年、

私の自慢のグループ「ハナミズキの会」は 1 か月に 1

川俣町山木屋地区は計画的避難区域に指定され、メンバー

度阿見第二小学校で読み聞かせをしています。「子どもた

は練習場所を転々としながら活動しています。身体の芯ま

ちから 15 分いただいている」のポリシーのもと、本の選

で響くふるさとへの思いの迫力ある演奏でした。基調講演

び方、読む環境、本の読み方、読んだ後の反省、全ての

は飯舘村長菅野典雄さんです。人のやさしさとつながりを

過程を大事にしています。

大切にし、全村避難を余儀なくされた現在も、絆を守る事

メンバー同士、より良いものをめざす気持ちが強いので

業等に取り組んでいます。原発事故

時には意見がぶつかり合うこともあります。でも同じ目標

から何を学ぶかを忘れずに未来へつ

を持つ仲間なのでいつのまにか幼馴染のような強い絆が

なげたいとの思いに、頭が下がりま

生まれてきます。大人になってから親友などできると思っ

した。

ていなかったので、とても心地よい

大きな会場を目一杯活用して 2 日

居場所、いうなれば私のホームのよ

間のイベントでしたが、日帰りのた

うな大切な空間です。

め短時間の参加は少し残念。

これからもこの仲間と共に、本の

「ＢＯＲＡぼら んてぃあ」の 医 療 大

素晴らしさを子どもたちに届けてい

生 3 名を加えて 25 名、大型バスで

きたいです。

ゆったり、有意義な一日でした。

三春駒神社の
みごとな柿の木

しゃきょうだより

（8）

日
場
講
募

時：平成 28 年 2 月 27 日 ( 土 )
10：00 〜 13：00
所：総合保健福祉会館
さわやかセンター 2F 大会議室
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）

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
※3 歳未満の付添のお子さんの託児あり

参加費：一世帯 300 円
（お弁当付き）当日集金
※子ども一人増えるごとに 100 円
おとな一人増えるごとに 300 円
申 込：下記事務局へ電話、または直接申し込む
申込先：阿見町社会福祉協議会 地域福祉係
電

話：887-0084

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 28 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 28 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 28 年 1 月 18 日
（月）〜 2 月 19 日
（金）
支 給 日 平成 28 年 3 月 7 日
（月）〜 3 月 25 日
（金）
問合わせ 阿見町社会福祉協議会 地域福祉係
電話 887-0084

ボランティア交流会開催のお知らせ
阿見町でボランティア・市民活動をされている皆様に、善意
銀行から支援を受けて交流の場を設け、ネットワーク作りや自
己啓発につなげてもらう事を目的に、今回は、フォーラム・ネ
クスト代表の井上忠志様をお呼びして、コミュニケーション力を
鍛えるお話しをしていただき、後半は楽しく
「うたごえサロン」
を企画致しました。
【日 時】平成 28 年 3 月 12 日
（土）
（受付 9：15 開会 9：45 〜閉会 14：00）
【場

所】総合保健福祉会館 2Ｆ大会議室

【内 容】
午前：講演
演題「活動を豊かにするコミュニケーション力を鍛える」
午後：うたごえサロン
（会食をしながら）
【対

象】阿見町でボランティア・市民活動をしている方、または
これからボランティア活動をしてみたいと思っている方

【募集人数】80 名
【参加料】無料
【申込方法】下記へ電話、または直接申し込む
【申込締切】平成 28 年 3 月 4 日
（金）

…

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

【問い合わせ】阿見町社会福祉協議会
電話 887-0084

地域福祉係

編集者からのひとこと（表紙から続く）
社協職員のボランティアセンター運営業務 とはどんなものか？ 現地
に行ってみるまで全くわかりませんでした。
本部以外に、水海道と石下のサテライトでボランティアや資機材の受付、
手足の消毒準備、マッチング、ニーズ調査、車両誘導等々。日々変化す
る状況や翌日への引き継ぎ業務をこなしながら輪番制で行いました。
早朝暗いうちから出発し、夕方遅くに戻る日々。
他の社協の職員や、遠くから長期滞在の
ボランティア、NPO の方々とも交流しながら
活動に加われたことは、私個人としてもとて
も貴重な経験となりました。
常総市の皆様が、少しでも早く通常の生活を
送ることができるようお祈りします。（Y.S）

