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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年度　社協会費の使いみち】
◎高齢者福祉	 高齢者健康増進推進費助成、
	 生活援助型食事サービス
◎障害児・者福祉	 障害児・者スポーツ大会・レクリエーション助成、
	 生活援助型食事サービス
◎児童青少年福祉	 福祉作文集作成
◎ボランティア活動	 小中学校協力校指定助成、
	 ボランティアサークル助成
◎各種団体助成	 シルバークラブ連合会、障害者福祉協議会、
	 母子寡婦福祉会、遺族会、子ども会育成連合会
◎広報紙発行	 しゃきょうだより発行
◎その他	 低床カー貸出事業　等

令和２年７月１日より実施いたしました社協会員募集につきましては、各行政区の福祉推進員（区長）・班長様
のご協力、また町民の皆様の深いご理解とご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。皆様からお寄せいただき
ました会費は、阿見町の地域福祉事業運営のために、大切に活用させていただいております。

No 行 政 区
一　般 特　別

合　　計 No 行 政 区
一　般 特　別

合　　計
口数 金　額 口数 金　額 口数 金　額 口数 金　額

1 岡 崎 333 166,500 3 9,000 175,500 34 上 本 郷 415 207,500 1 3,000 210,500
2 中 郷 東 420 210,000 2 6,000 216,000 35 下 本 郷 88 44,000 44,000
3 中 郷 西 69 34,500 1 5,000 39,500 36 本 郷 340 170,000 170,000
4 阿 見 台 120 60,000 1 3,000 63,000 37 シ ン ワ 90 45,000 2 6,000 51,000
5 西 郷 172 86,000 1 3,000 89,000 38 中 根 29 14,500 14,500
6 立 ノ 越 147 73,500 2 6,000 79,500 39 実 穀 143 71,500 3 9,000 80,500
7 青 宿 158 79,000 5 15,000 94,000 40 寺 子 70 35,000 35,000
8 新 町 45 22,500 1 3,000 25,500 41 上 小 池 73 36,500 36,500
9 廻 戸 96 48,000 48,000 42 下 小 池 53 26,500 26,500
10 霞 台 214 107,000 107,000 43 上 長 136 68,000 2 6,000 74,000
11 大 室 64 32,000 3 9,000 41,000 44 筑 見 215 107,500 1 3,000 110,500
12 北 130 65,000 1 3,000 68,000 45 大 砂 37 18,500 1 3,000 21,500
13 宿 40 20,000 20,000 46 上 吉 原 75 37,500 37,500
14 西 方 238 119,000 5 15,000 134,000 47 中 吉 原 40 20,000 20,000
15 中 央 東 320 160,000 1 3,000 163,000 48 下 吉 原 40 20,000 20,000
16 中 央 西 154 77,000 1 3,000 80,000 49 新 山 31 15,500 1 3,000 18,500
17 中 央 南 217 108,500 4 12,000 120,500 50 福 田 94 47,000 47,000
18 中 央 北 160 80,000 1 3,000 83,000 51 君 島 71 35,500 35,500
19 鈴 木 230 115,000 5 15,000 130,000 52 大 形 53 26,500 26,500
20 三 区 上 115 57,500 57,500 53 石 川 35 17,500 17,500
21 三 区 下 81 40,500 1 3,000 43,500 54 塙 46 23,000 23,000
22 一 区 南 88 44,000 4 12,000 56,000 55 追 原 95 47,500 1 3,000 50,500
23 一 区 北 48 24,000 1 3,000 27,000 56 上 条 71 35,500 35,500
24 上 郷 443 221,500 1 3,000 224,500 57 飯 倉 46 23,000 2 6,000 29,000
25 富 士 団 地 254 127,000 127,000 58 飯 倉 二 区 85 42,500 42,500
26 白 鷺 団 地 175 87,500 1 3,000 90,500 59 上 島 津 100 50,000 1 3,000 53,000
27 曙 東 124 62,000 62,000 60 下 島 津 112 56,000 56,000
28 曙 南 250 125,000 125,000 61 南 島 津 28 14,000 1 3,000 17,000
29 レイクサイドタウン 133 66,500 1 3,000 69,500 62 掛 馬 94 47,000 6 18,000 65,000
30 住 吉 207 103,500 2 6,000 109,500 63 竹 来 73 36,500 3 9,000 45,500
31 二 区 北 500 250,000 250,000 64 南 平 台 一 53 26,500 2 6,000 32,500
32 二 区 南 260 130,000 10 30,000 160,000 65 南 平 台 二 88 44,000 1 3,000 47,000
33 一 区 222 111,000 11 33,000 144,000 66 南 平 台 三 27 13,500 1 3,000 16,500

そ の 他 59 181,000 181,000 合 計 9,273 4,636,500 157 477,000 5,113,500

令和2年度
社協会費

ご協力ありがとう
一般会員 9,273口 4,636,500円
特別会員 157口 477,000円

◇社協会費（一般会員・特別会員）地区別内訳◇ 合計5,113,500円 （単位：円）

低床カー貸出事業

生活援助型食事サービス
福祉作文集作成
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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。

ございました
法人会員　194口
　　　　　　 2,020,000円

　令和２年７月１日より実施いたしました法人会
員募集につきましては、町内各法人事業所様のご
協力により 194件のご加入を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　今後とも、地域と密着した福祉活動を展開して
いくために、法人会員の皆様のなお一層のご支援
ご協力をお願い申し上げます。

◇法人会員◇ （順不同・敬称略）　（単位：円）
昭和運送㈱ 30,000 ㈲霞ヶ浦自動車 10,000 清明川土地改良区 10,000 ㈱野口製作所 10,000
㈱金井銅器製作所	霞ヶ浦工場 20,000 ㈱カスミフードスクエア	阿見店 10,000 セッツカートン㈱	つくば工場 10,000 ㈲袴田鉄筋工業 10,000
㈱樹里 20,000 かたやま耳鼻咽喉科 10,000 善照寺 10,000 ハリマ化成㈱	茨城工場 10,000
㈱常陽銀行	阿見支店 20,000 割烹	みとや 10,000 センチュリープリンツつくば 10,000 ㈱坂東太郎	ひたち野うしく店 10,000
三菱商事ライフサイエンス㈱	土浦工場 20,000 カトリ冷熱設備㈱ 10,000 (宗)蔵福寺 10,000 ㈱汎用 10,000
㈲ヨシダ印刷 20,000 かない皮フ科 10,000 大作商事㈱	関東事業所 10,000 樋口土木㈱ 10,000
㈱アールエム 10,000 かねき廻鮮寿司阿見店 10,000 大新産業㈱	阿見工場 10,000 (医)飛翔会	ファミリー歯科

つくば予防インプラントセンター 10,000
アイリスオーヤマ㈱	つくば工場 10,000 ㈲かまや商事 10,000 大豊建設㈱	中央機材センター 10,000 ピジョン㈱	筑波事業所 10,000
青山電気商会 10,000 ㈲川上自動車工業 10,000 大鵬電設㈱ 10,000 ㈱平山測地 10,000
昱㈱	茨城支店 10,000 ㈲カワサキスタジオ 10,000 太洋電機産業㈱ 10,000 福岡板金工業㈱ 10,000
㈱浅野表具店 10,000 河村電器産業㈱	つくば工場 10,000 ㈱タイヨー 10,000 藤澤電設工業㈱ 10,000
(福)あすなろ会	ＡＭＩ福祉工場 10,000 ㈲川村板金工業	 10,000 ㈲高橋工務店 10,000 ㈱フジシール	筑波工場 10,000
㈲アベ住設 10,000 幹光運輸㈱ 10,000 ㈲高山商店 10,000 ふたば幼稚園 10,000
㈲アミール 10,000 ㈱関東住総 10,000 滝沢医院 10,000 フタムラ化学㈱	茨城工場 10,000
㈲アミカブルサービス 10,000 技研プロセス㈲ 10,000 ㈲ダルマ薬局 10,000 ㈲文明堂 10,000
あみ小林クリニック 10,000 ㈲甲子工業 10,000 ㈲長樹園緑地 10,000 ポプリ薬局	医大前店 10,000
㈱阿見商業開発 10,000 キヤノン㈱	阿見事業所 10,000 (宗)長泰寺 10,000 本郷歯科医院 10,000
(宗)阿弥神社 10,000 キヤノンセミコンダクター	エクィップメント㈱ 10,000 長南不動産 10,000 増野歯科医院 10,000
阿見葬祭㈱ 10,000 ㈲共栄運送 10,000 ㈲司合成 10,000 松浦建設㈱ 10,000
阿見第一クリニック 10,000 ㈱協立金型 10,000 塚原歯科医院 10,000 松尾建設㈱ 10,000
あみ動物病院 10,000 ㈱きんでん 10,000 塚本工業㈱ 10,000 ㈲丸愛 10,000
㈱阿見ビジネスセンター 10,000 グンゼグリーン㈱ 10,000 ㈱筑波銀行	阿見支店 10,000 丸尾カルシウム㈱	土浦工場 10,000
㈲荒木造園 10,000 ケイ・アールエンジニア㈱ 10,000 ㈱筑波銀行	荒川本郷支店 10,000 ㈲丸隆建設 10,000
㈱イーグル商事 10,000 (福)恵和会 10,000 つじ耳鼻咽喉科クリニック 10,000 丸藤シートパイル㈱	茨城工場 10,000
㈲飯塚工務店 10,000 （医）恵和会	朝田病院 10,000 (福)土浦愛隣会	あゆみ保育園 10,000 丸宮運輸㈱ 10,000
㈲飯野自動車商会 10,000 ㈱コモダエンジニアリング	阿見工場 10,000 土浦電設㈱ 10,000 丸和バイオケミカル㈱	阿見開発センター 10,000
㈲飯野木材 10,000 西光寺 10,000 ㈲坪田建具店 10,000 (宗)満徳寺 10,000
飯村獣医科病院 10,000 ㈱サイサン	土浦営業所 10,000 ㈱ツムラ	茨城工場 10,000 ㈱美都住建 10,000
㈱イシケン工業 10,000 斉藤自動車 10,000 つるや歯科医院 10,000 宮崎鉄工所 10,000
㈱イズミヤ 10,000 さかえ医院 10,000 デイサービスめだかの学校 10,000 宮下会計事務所 10,000
伊勢屋 10,000 さくらい薬局 10,000 東京医科大学茨城医療センター 10,000 森脇整形外科 10,000
一誠商事㈱ 10,000 サトウ工業㈱ 10,000 東電物流㈱	茨城支社 10,000 ㈱山一運輸 10,000
㈱伊東商事 10,000 ㈱佐藤石材店 10,000 東洋スープ㈱	土浦工場 10,000 ㈱山崎工業	 10,000
茨城県信用組合	阿見支店 10,000 ㈲佐藤農園 10,000 トーアプロダクツ㈱ 10,000 山崎歯科クリニック 10,000
今井設備㈱ 10,000 蚕業技術研究所 10,000 ㈱トーダン	茨城工場 10,000 ㈱山崎製作所	山崎	豊司 10,000
印南クリニック 10,000 三昌フォームテック㈱	筑波工場 10,000 ときわ歯科医院 10,000 ㈱ヤマシン商事 10,000
㈱打田製作所	茨城工場 10,000 水郷つくば農業協同組合	阿見支店 10,000 トキワ精機㈱	阿見工場 10,000 ㈲山中造園 10,000
(医)盈科会	老人保健施設
ケアセンター阿見 10,000 住宅型有料老人ホーム	グランヒルズ阿見 10,000 特別養護老人ホーム	阿見こなん 10,000 ㈱湯原建設 10,000
ＳＢＳフレック㈱	阿見営業所 10,000 ㈲俊生倉庫 10,000 ㈱都市電設 10,000 ㈲ヨコセ機電 10,000
エボニック	ジャパン㈱	筑波工場 10,000 ㈱ジョイフル本田	アート・クラフト事業部 10,000 取手倉庫㈲ 10,000 ㈱吉田石油 10,000
㈱エム・ディ・インスツルメンツ 10,000 ㈱常総農興 10,000 ㈲内藤牧場 10,000 ㈲吉田電機商会 10,000
黄金開発商事㈱ 10,000 昭和プロパン㈲ 10,000 仲内電工㈱ 10,000 ㈲吉田ベーカリー 10,000
おおさわ眼科医院 10,000 ㈱シンキ・イー・エス 10,000 中川装身具工業㈱	筑波工場 10,000 ㈲吉田モータース商会 10,000
オーランドフーズ㈱	土浦工場 10,000 しんクリニック 10,000 ㈲中島梱包運輸 10,000 ㈱吉野工業所	筑波工場 10,000
㈱岡田商会	いぶきの丘阿見東センター 10,000 ㈱シンワテック 10,000 中村興業㈲ 10,000 ㈱リーデン	つくば事業所 10,000
介護老人保健施設	スーペリア360 10,000 ㈱杉原建設 10,000 なるしま内科医院 10,000 理想科学工業㈱	筑波工場 10,000
㈱柏﨑工務店 10,000 鈴木測量設計㈱ 10,000 日本サポートシステム㈱ 10,000 匿名	1件 20,000
カスミ衛生浄化槽設備㈱ 10,000 ㈱駿河生産プラットフォーム	ＦＡ阿見工場 10,000 ㈲根岸商店 10,000
(学)霞ヶ浦高等学校 10,000 スルガヤ 10,000 野口歯科医院 10,000



しゃきょうだより（4）

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。

ウィズコロナとボランティア活動の一年間
生活に新型コロナウイルスの影響が出るようになってから、１年間が経ちます。この間、ボランティア活動も大
きな影響を受けました。町内の様々な場所で、今できることはなにかと奮闘してきたボランティアの皆さんにとっ
て、「集まること」を制限されるということは今までにない経験なのではないでしょうか。この一年間の活動につ
いておうかがいしました。

表紙
より

筑見ふれあい館 平成24年11月に開所し、今年で９年目となる。ボランティアがマスターを務め、
地域のにぎわいの場となっている。平成30年度の利用者数は延べ 5322名。

ふれあい館実施状況について
感染拡大防止のため、令和２年３月か
ら 10月末までの８カ月間休止となりま
した。
夏頃には町の公民館の利用が再開しま
したが、感染拡大が続いている状況下
での開所は困難と判断しました。
その後、新しい生活様式を進めていく
という考えを受けたことや、利用者の
みなさんから「ふれあい館はいつ頃、
開けるんですか」という声が少しずつ
聞こえ始めたことから、再開に向けた
検討を始めました。
９月から 10月にかけ、マスターの会・
自治会長との協議を経て、11月・12
月に週３日、午後のみ開所しましたが、
その後県からの感染拡大市町村の指定
を受け、再び休止となりました。
県独自の緊急事態宣言が明けた後、２
月22日より、町の公民館等の利用が再
開したことから、ふれあい館を再び開
所する運びとなりました。

再開にむけて
感染症拡大防止対策を徹底し、再開の
検討を進める一方、自分たちの活動か
ら感染者が出てはと心配する気持ちも
大きいです。
しかし、みなさん自粛を徹底している
ことで、孤立感・ストレスが募ってい
る様子がありました。自分の家以外に
行ける場所がない状況から、集まりの
場所の必要性は強く感じています。そ
の判断が悩ましいところです。

感染症対策について
カウンターと卓上のパーテーションは、
地域の有志で手作りをしました。換気
は窓の開放や換気扇、扇風機を活用し
外気の取り入れ、排出を図っています。
また、食器は使い捨てのものに変え、
弁当・菓子類の持込は禁止とするなど、
運営のルールについて一つ一つ見直し
を行いました。工夫をしたり、物を作っ
たりするのが得意な人がいるのが筑見
の強みです。

今後の活動について
住民の年齢層も高くなっており、ふれ
あい館の役割はますます重要なものに
なっていくと思います。ボランティア
の皆さんも、感染症を心配しながらも、
家の中に一人でいるのは寂しい、外に
出て話す機会を作りたい、地域に貢献
したいという方ばかりです。ふれあい
館の状況や取り組みを PR していくこ
とが大切だと思っています。

お話をうかがった筑見ふれあい館マスターの会代
表の田邉さん（写真左）と、ボランティアマスター、
利用者のみなさん

新型コロナウイルスは、ボランティア活動保険の補償の対象です。
新型コロナウイルス感染症を発病した場合の可否判断は、医師の診断、また医療機関の診断や保
健所等の判断、クラスターの発生状況や陽性者との濃厚接触の状況等に基づき、判断いたします。
※ボランティア行事用保険は対象となりませんのでご注意ください。

☆ボランティア活動保険等の補償制度は、社会福祉協議会に登録されているサークル・個人が加入対象です。
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◦ボランティアサークルの皆さま
社会福祉協議会へのボランティアサークル登録については、年度ごとの申請をお願いしています。
今年の登録がまだの方、お待ちしております。1年間の活動状況や、考えたこと等、ぜひお聞かせください。

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。

阿見町ボランティア連絡会

ami seed ～阿見に種を蒔く～

現在、５サークルと個人登録により構成。
視察研修など自主事業のほか、社協事業や他団体への協力も行っている。

新型コロナの影響を受け、地域の母親たちにより活動を開始。
家庭の余剰食品の回収と配布、子ども向けの無料塾などを実施している。

立ち上げのきっかけ
新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、昨年３月から学校が休校になりまし
た。また、飲食店だけではなく、様々
な職種で影響を受けている状況の中で、
「困っている人に自分たちが今できるこ
とは何か」という考えから活動を始めま
した。

フードドライブ活動
フードドライブとは、各家庭で余ってい
る食品を持ち寄り、必要としている方に
渡す活動です。日本では、年間多くの食
品がフードロスとして廃棄されている一
方、食の支援を必要としている人もいま
す。困っている方の助けとなれたら、と
いう思いから６月に初めて実施しまし
た。

ボランティアの活動状況について
主な活動場所が公民館であったため、昨年の３月以降、ほとんどのサークルの活動が休止
となりました。
ご家族の面会も制限されていた時期なので、高齢者等
施設に訪問しての活動もできませんでした。毎月実施
していた連絡会の世話人会も３月から６月まで休止し
ました。
公民館の使用が再開した後、活動を再開するうえで、
各サークル、感染症対策を実施しています。
例えば、霞帆の会のお茶のお稽古では、公民館の和室
の定員の関係から、午前と午後に分けて実施し、終了
後は畳の消毒を行っています。

阿見緑の会は、現在、畑作りに
力を入れています。季節の花も
育てているので、通りかかる方
が見て、心を和ませてもらえる
と嬉しいです。
屋外で活動することも、メン
バーにとって、気持ちをリフ
レッシュできる時間になってい
ます。

人が集まることの大切さ
人が集まることが難しくなった一方、人とのつながりの大切さを改めて実感した期間でも
ありました。
今年2月末に実施を予定していた「ボランティア連絡会の集い」も、新しい生活様式に沿い、
コロナ禍においても安心して集まることができる、
楽しむことができる内容を検討していました。県
独自の緊急事態宣言の発出により実施はかないま
せんでしたが、集まることについての工夫は今年
度以降も継続して考えていくべき課題であると思
います。

大学生とのつながり
阿見町には大学・看護学校があり、一人
暮らしの学生も多いです。飲食店等アル
バイト先の休業により、大学生の収入が
減少しているという話を聞き、集まった
食品の配布を行いました。支援でつなが
りができた後、amiseed の活動の手伝
いをしてくれるようになった大学生もい
ます。私たちは、小・中学生向けの無料
塾を実施していますが、そこで先生役を
してくれているのも大学生メンバーで
す。

今後の活動について
地域から孤立し、一人で悩むことがなく
なるように、相談し合い・助け合えるつ
ながりを「食の支援」を通し、これから
も継続して作っていきたいです。

（表紙より）
2月にフードパントリーを
実施し、事前に申し込み
のあった一人親世帯、大学
生に食料品・日用品を配
布しました。また、３密を
防ぐために、屋外で実施し
ました。

所属サークル世話人のみなさん（左より）
阿見手話サークルたんぽぽ、霞帆の会（R
２年度県知事表彰）、阿見緑の会、阿見
朗読の会



しゃきょうだより（6）

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。

社協事業案内

『社協会員』とは
社協とは、社会福祉法に基づき、各市町村に設置されている社会福祉法人です。
本会は、「みんなで支えるふれあいのまちづくり」に向けて、誰もが健康で安心していきいきと暮らすことのでき

る地域社会を築くことを目標に、町民の皆様のご理解、ご協力のもと福祉事業を推進しております。
町民の皆様一人ひとりが福祉の担い手として地域福祉に参加、ご協力いただくために、毎年町民の皆様を対象とし

た「会員制度」を実施しています。皆様からお寄せいただいた会費は、福祉事業を展開していくための貴重な財源となっ
ております。

本年度も７月に行政区の区長様のご協力を賜り、加入のお願いにあがります。
ご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

阿見町社協は『税額控除対象法人』の認定を受けています
本会は、平成28年４月１日に茨城県より、所得税額から一定の金額を控除できる『税額控除対象法人』としての認

定を受けました。これにより、認定日以降の個人寄付者は、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」のいずれか
を選択できるようになりました。本会の会費及び善意銀行への寄付金が税額控除の対象となります。
●税額控除を受けるには

確定申告の際に、寄付金または会費の「領収書」と「税額控除に係る証明書  ※」を添付し、所轄税務署に申告し
てください。

※「税額控除に係る証明書」は、本会窓口にて発行いたします。寄付金または会費の「領収書」をお持ちの上、本
会までお越しください。

《サービスの内容》
①福祉サービスを利用するためのお手伝い

◦福祉サービスの内容や利用手続きについて分かりや
すく説明します。
◦福祉サービスを利用したり、やめたりする手続きを
お手伝いします。
②普段使うお金の出し入れや支払いのお手伝い
③大切な書類のお預かり（通帳・印鑑・権利証など）
《サービスを利用できる方》

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、
判断能力が不十分な方が対象になります。

《利用料金》
相談から契約の締結までは無料です。
お金の出し入れや支払いのお手伝い：１時間あたり
1,100円
大切な書類のお預かり：１カ月あたり 500円

令和２年９月10日に、一
般町民の方を対象として家
族介護教室を開催しまし
た。
この日は「在宅で受けられ

る医療」をテーマに訪問診療医の阪口志帆先生を講師に
お迎えしました。阪口先生は、直筆のイラスト入りの資
料を用い、日ごろの経験談を通して訪問診療についてお
話し下さいました。参加者の感想の中には、阿見町で実
際に活動されている先生を知ることができてよかったと
いう声も多く聞くことができました。
家族介護教室では、一般の方を対象とした教室の他に家
で高齢者を介護している方を対象とした「介護者交流会」
も開催しています。
教室は町広報・社協ホームページ等で掲載します。

◆一般会員　一口 500円より
◆特別会員　一口 3,000円より
◆法人会員　一口 10,000円より

【問い合わせ】887-0084

社協会員募集

日常生活自立支援事業 家族介護教室
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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。

本年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年実施している阿見町社会福祉大会の実施を見合わせ
ることとなりました。表彰対象者の皆さまの受賞を報告いたしますとともに、心よりお祝い申し上げます。

令和２年度 阿見町社会福祉協議会 第14回阿見町社会福祉大会について

社会福祉団体の役員

福祉に関する作文入賞者

阿見町社会福祉協議会会長感謝

阿見町社会福祉協議会会長表彰

役職員退任による者

福祉功労による者

淺野　恒雄　　阿見町シルバークラブ連合会
堀越　恒雄　　阿見町障害者福祉協議会

小林　　京　　ふれあい電話訪問員
輪島　清子　　　　　　〃

大久保　繁　　給食サービス配送ボランティア

（敬称略）

最優秀賞
浅　野　純　奈	 あさひ小学校６年	 松　﨑　和　音	 阿見中学校１年

優秀賞
鈴　木　瑛　斗	 阿見小学校３年	 守　屋　太　朗	 阿見第一小学校６年
圖　司　心　菜	 阿見小学校６年	 高　坂　鮮　花	 あさひ小学校２年
山　田　あかり	 阿見第一小学校２年	 長　岡　里　紗	 阿見中学校１年
柿　原　臣愛斗	 阿見第一小学校４年	 小　倉　たまみ	 阿見中学校１年
安　部　心　結	 阿見第一小学校６年	 佐　藤　皇　希	 阿見中学校２年
小賀坂　　　唯	 阿見第一小学校６年	 関　口　寧　々	 阿見中学校２年
根　岸　利　衣	 阿見第一小学校６年	 岡　﨑　陽　音	 阿見中学校２年
和　中　美　羽	 阿見第一小学校６年	 山　本　実　若	 阿見中学校２年
櫻　井　美　侑	 阿見第一小学校６年	 湯　原　れ　ね	 阿見中学校２年

優良賞
𠮷𠮷　𠮷　𠮷　𠮷𠮷 阿見小学校１年 小松﨑　光　稀	 阿見第一小学校６年
仲　𠮷　莉　愛	 阿見小学校４年	 永　長　美　夏	 阿見第一小学校６年
黒　須　由里菜	 君原小学校１年	 太　田　彩　心	 阿見第二小学校６年
瀬　尾　乃　香	 君原小学校５年	 浅　野　愛　奈	 あさひ小学校１年
大　塚　柚　花	 君原小学校６年	 須　藤　颯　心	 阿見中学校１年
芝　　　　　栞	 君原小学校６年	 前　田　早　紀	 阿見中学校１年
𠮷　井　惺大朗	 阿見第一小学校２年	 櫛　田　里　汐	 阿見中学校１年
中　山　龍　人	 阿見第一小学校６年	 安　江　　　遥	 阿見中学校２年
萩野谷　椿　姫	 阿見第一小学校６年	 村　松　寧　々	 阿見中学校２年
小　野　由　依	 阿見第一小学校６年	 岡　本　七　音	 朝日中学校２年
小　谷　那　菜	 阿見第一小学校６年

社 協 事 業 案 内

ありがとうコーナー
ご協力ありがとうございます。 令和２年12月22日～令和３年３月31日（敬称略）

愛の募金箱
楽生 本郷ふれあいセンター フタムラ化学（株）　茨城工場 （有）カワサキスタジオ
（株）常陽銀行　荒𠮷沖支店 かすみ公民館 中央公民館 うずら出張所
水郷つくば農業協同組合阿見支店 ケアセンター阿見 阿見翔裕園 阿見第一クリニック
理想科学工業（株）　筑波工場 阿見郵便局 マイアミショッピングセンター （株）ツムラ　茨城工場
三菱商事ライフサイエンス（株）　土浦工場 町民活動センター 霞ケ浦薬剤センター薬局 阿見青宿郵便局
舟島ふれあいセンター 水戸信用金庫　阿見支店 阿見中央一郵便局 阿見町役場　政策秘書課
茨城県自動車学校　土浦校 学校法人　霞ケ浦高等学校 阿見町役場　会計課 予科練平和記念館
君原公民館 福祉センターまほろば （株）筑波銀行　阿見支店 社協事務所カウンター

合計　　131,183円

阿見町善意銀行
藤倉　悠佳 米　10Kg
飯野　寛 玄米　60Kg
山内　京子 手芸用品
匿名 切手（84円×４枚、２円×22枚）
土浦友の会 5,000円
匿名 おむつ・パット
理想科学工業（株）筑波工場 カレンダー・手帳等
阿見ライオンズクラブ 40,000円
匿名 おむつ８袋
おむすびの会 12,725円
大きなかぶ直売所 15,241円
匿名 おむつ・除菌シート
匿名 3,547円
阿見町立図書館 33,652円

使用済み切手・書き損じ葉書収集
（有）久保組 西方西美会
オーシャン （株）サンエイ設備興業
阿見町役場　町民課 阿見町役場　税務課
久保𠮷　真由美 君原小学校
お弁当のくっくる 小森
阿見町役場		子ども家庭課 木村　紀子
土浦ユネスコ協会 阿見手話サークル		たんぽぽ
粟野 安相　賢二
阿見中学校 匿名　14名
「はつらつ一座」

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、多くの方々からご協力いただいております。
これらの募金は、社会福祉への総参加による事業推進資源として大切に活用させていただきます。
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編 集 後 記

★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。

社協からのお知らせ

町民のだれもが住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるような福祉のまちづくりを推進するため、地域住
民によって自主的に運営されている「ふれあい・いきいきサロン」に対して活動費用の一部を助成します。

〜令和3年度運営中サロンの助成金申請の受付について〜

受付期間	 令和３年４月１日（木）～令和３年６月30日（水）
申請条件	 令和２年度に開催実績があり、令和３年度も継続予定のサロン。
	 阿見町社会福祉協議会ふれあい・いきいきサロンに登録があること。
	 （登録は随時受付け中。助成金申請と併せての登録も可能。）
申請方法	 申請書を提出。
助 成 額	 助成の可否、助成額は書類審査により決定。
そ の 他	 申請書類や助成額など、詳細は直接お問い合わせください。
	 新規サロンの立上げ助成金については、立上げ年度内に随時申請を受付けています。

心配ごと相談（予約不要）
相談日 毎週水曜日

時 間 13：00～ 16：00
（受付　12：30～ 15：30）

場 所 阿見町総合保健福祉会館
さわやかセンター

弁護士相談（要予約）
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。それぞれの担当者が親身
になって相談をお受けいたします。お気軽にご相
談ください。

【問い合わせ】887-0084

【問い合わせ】地域包括支援センター　887-8124

東日本大震災から 10年が経ちました。大規模災害が
起きた時、真っ先に「今できること」を実践していた
のはボランティア活動をされているみなさんでした。
この一年間はコロナ禍においてもどかしい一年だった
のかもしれません。
この状況での「今できること」を一緒に考えていきた
いです。

阿見社協の情報については、
ホームページもご覧ください
社協の最新情報や、グループホームの
利用状況などがご覧いただけます。
http://www.amishakyo.or.jp/

令和３年１月25日、株式会社セブン - イレブン・ジャ
パン様より、茨城県社会福祉協議会を通じて食品や日用
品などの商品を寄贈していただき、本会にて寄贈品贈呈
式を行いました。
株式会社セブン - イレブン・ジャパン様は茨城県、茨
城県社会福祉協議会と「社会福祉貢献活動に係る寄贈品
に関する協定」を令和２年３月に締結し、さまざまな社
会問題解決に向けた取り組みを支援し、地域における社
会貢献活動を推進しています。
たくさんの商品は，本会が行う様々な事業や地域福祉
活動などに、大切に活用させていただきます。誠にあり
がとうございました。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン様から
商品の寄贈を受けました。

総合相談

ふれあい・いきいきサロン助成事業


