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・市町村社協職員リレートーク

はんどちゃんは、
「福祉コミュニティづくり県民運動」
のキャラ
クターとして茨城県社会福祉協議会、
茨城県内の市町村社会福
祉協議会を中心に活躍しています。
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平成 28 年度熊本地震における県社協の動き
平成 28 年 4 月 16 日、熊本地方を震源とする M7.3 の地震が発
生し、今なお 6,000 名を超える避難者がいるなど甚大な被害とな
りました。今回の災害で被災された皆様に心からお見舞いを申
し上げるとともに、一刻も早く復旧されますことをお祈り申し上
げます。
地震発生後、本会においては全国社会福祉協議会から提供さ
れたボランティア情報を発信するほか、被災者支援の一助とな
るよう次のとおり対応してまいりました。

熊本地震への対応 1

緊急小口資金特例貸付のため南阿蘇村社協へ

熊本県において 5 月 6 日から生活福祉資金貸付制度による緊急小口資金特例貸付が開
始され、受付業務等の対応に多くの職員が必要となるため、全国社会福祉協議会を通じ
て本県を含む各都道府県社会福祉協議会に職員の派遣協力要請がありました。本県では
本会職員 1 名、つくば市社会福祉協議会 1 名の計 2 名を派遣しました。
期
間：平成 28 年 5 月 15 日（日）〜 20 日（金）
派 遣 先：熊本県阿蘇郡南阿蘇村
派遣職員：茨城県社会福祉協議会
鬼沢直臣 主任
つくば市社会福祉協議会 中村益隆 主査
熊本地震への対応 2

益城町災害ボランティアセンターへ職員派遣

全国社会福祉協議会からの要請を受け、本会職員 2 名と日立市、常総市、神栖市の各
社会福祉協議会職員各 1 名の計 5 名を益城町災害ボランティセンターへ派遣しました。

南阿蘇村社協へ派遣した
2 名の職員
（茨城空港にて撮影）

協力内容：益城町災害ボランティアセンターの運営支援
派遣期間：平成 28 年 6 月 26 日（日）〜 7 月 2 日（土）
派 遣 先：熊本県益城町災害ボランティアセンター
派遣職員：茨城県社会福祉協議会 落合正俊 主任
茨城県社会福祉協議会 大内利彦 主事
日立市社会福祉協議会 安井大樹 主幹
常総市社会福祉協議会 神林 健 事務局長
神栖市社会福祉協議会 橘田 勝 事務局長
熊本地震への対応 3

被災県の社会福祉協議会へ見舞金

災害ボランティアセンターを設置した熊本県及び大分県の両社会福祉協
議会に対し、センター運営に活用していただくため、見舞金を送金しました。
熊本地震への対応 4

益城町災害 VC へ派遣した 5 名の職員
（茨城空港にて撮影）

募金活動の実施

被災された方々の支援に取り組んでいる被災地の社会福祉協議会の活動を支援するため、事務所入
口や本会が主催する会議・研修会の受付時に募金箱を設置して、支援金の募集を行いました。
募金箱設置期間：平成 28 年 4 月 22 日（金）〜 6 月 25 日（土）
募金箱設置場所：茨城県社会福祉協議会 2 階事務所入口
茨城県社会福祉協議会が主催する会議・研修会の受付時
支援金の送金先：被災地の益城町社会福祉協議会へ 38,101 円を贈呈しました。
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福祉、茨城県社協の事業に関する最新情報をお届けします！

常総市の現在
昨年 9 月 11 日発生した、関東・東北豪雨災害。
大きな被害が発生した常総市では今なお復旧に向けた活動が行わ
れております。
常総市社会福祉協議会では、
「地域支えあいセンター」を中心に、
被災者ニーズに合わせたボランティア活動、訪問活動、地域で実施
するサロンの運営支援などの業務を行っております。
これまでどおり今後も皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。

常総市社会福祉協議会

地域支えあいセンター

TEL：0297-23-1601
FAX：0297-23-1605
開設時間：9 時〜 16 時 30 分
休業日 : 日曜日、月曜日、祝日

最も被害の大きかった上三坂地区

第21回茨城県健康福祉祭いばらきねんりん文化祭 わくわく美術展出展作品募集
シニア世代の芸術の祭典「わくわく美術展」を開催します。
日本画・洋画など絵画全般をはじめ、
書・写真・彫刻・工芸などを含めた幅広い分野の作品を募集し、
入選作品を展示します。
〈出展募集〉〜日頃の創作活動の成果を是非発表してください〜
●募集期間：平成 28 年 12 月 1 日（木）〜 3 日（土）
●募集部門：日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真
●出 展 料：2,000 円（茨城わくわくセンター事業推進サポーターは無料）
●詳細は茨城わくわくセンターまでお問い合わせください。
〈展覧会〉
●日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）〜 2 月 3 日（金） ●会場：茨城県立県民文化センター
＊「児童画コンクール」優秀作品の展示も併せて行います。皆様のご来場をお待ちしています。

< 第 20 回茨城県知事賞受賞作品（一部）>

茨城わくわくセンター TEL：029-243-8989

広告
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特

平成28年6月25日

茨城県社会福祉協議会
集 平成28年度 事業計画・予算

本会では、平成 25 年度に策定した第 4 次地域福祉活動推進プランに基づき、人と人との「絆」の構築のため、住民
の支え合い活動であるサロン活動等を推進するはんどちゃんネットワーク運動やボランティア・市民活動への助成等
による支援などに取り組んでおります。
また、福祉・介護・保育分野の人材確保と育成を図る福祉人材センターや子育て人材支援センターの運営、生活困
窮からの自立支援等を図るための資金貸付や福祉サービスの利用援助等を行うとともに、地域包括ケアシステムを円
滑に構築するための人材の養成、施設利用者等からの苦情解決相談やサービス評価による福祉サービスの向上、ねん
りんスポーツ大会開催等による高齢者の健康・生きがいづくりなどに取り組んでいます。
この他、東日本大震災や原発事故の影響により福島県から本県に避難されている方々への相談支援等も行っています。
さらに、本年度は、保育士の修学資金貸付等の保育士確保のための事業、児童養護施設退所者自立支援事業、介護
福祉士再就職支援事業を県から受託し、既存の事業と併せて展開し、社会的要請に応えさらなる地域福祉の推進を図
ります。

重点目標
1 支え合う福祉（住民参加と福祉コミュニティづくりの推進）
★福祉の大切さを伝える
・はんどちゃんネットワーク運動
・福祉教育の推進 ほか
★福祉の大切さに気づいた人を支える・つなげる
・ボランティア・市民活動支援
・いばらきねんりんスポーツ大会開催事業 ほか

2 安心して利用できる福祉（福祉サービス利用者への支援）
★その人らしさを引き出し・守る
・日常生活自立支援事業の推進
・福祉サービス苦情解決事業の推進 ほか
★生活困窮者への自立支援
・生活福祉資金貸付・運営事業の実施
・生活困窮者対策事業の実施

3 質の高い福祉と協働する福祉
（社会福祉事業の充実・活性化への支援）

★福祉を支える人を増やし・資質を高める
・介護福祉士修学資金等貸付事業
・保育士修学資金貸付事業
・児童養護施設退所者等に対する自立資金貸付 ほか
★関係機関・団体等と支えあい共に歩む
・社会貢献の義務化等に向けた研修会の開催 ほか

4 切り拓く福祉

★ニーズに気づき、こたえる
・福祉未来創造会議の運営及び実態調査等の分析並びに事業検
討の実施
・成年後見制度の啓発及び利用支援 ほか

5 前進する県社協（県社協組織の充実）
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★歩み続ける県社協
・理事会、評議員会の充実
・災害対応マニュアルの整備 ほか

平成28年度 茨城県社会福祉協議会
一般会計 収支予算
○事業活動収入・施設整備等収入
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高
収入合計

○事業活動支出・施設整備等支出
勘定科目
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
固定資産取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
予備費支出
支出合計

他（千円）
予算額
22,044
7,800
2,446,642
243,178
5,300
498,709
11,296
107,878
649
197,138
606
1,990
4,301
23,792
37,357
3,608,680

他（千円）
予算額
293,442
614,351
22,635
419,292
1,398
121,068
15,692
4,248
2,080
2,074,108
1,981
4,328
23,792
9,212
1,053
3,608,680

総務企画部 TEL：029-241-1133
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新たな無利子の貸付制度のご案内
福 祉 の 仕 事 を 目 指 す 人 向 け
福祉・介護に興味関心があり就職のために必要な資格の取得を検討している方、すでに福祉・介護業務に従事し、
スキルアップのため資格取得を目指す方などに、福祉の仕事に関する修学資金貸付制度などをご案内いたします。

♦ 介護福祉士修学資金等貸付事業
種

類

対

象

介護福祉士修学資金

学

生

月額 5 万円以内
入学準備金・就職準備金各 20 万円

社会福祉士修学資金

学

生

月額 5 万円以内
入学準備金・就職準備金各 20 万円

介護福祉士実務者養成研修受講資金

学

生

20 万円以内

離職介護人材再就職準備金

介護福祉士等

貸付金額

20 万円以内

介護福祉士または社会福祉士の資格取得を目指し、養成施設又は実務者研修養成施設に在学する方を対象に、 修
学資金を貸付（無利子）します。なお、養成施設卒業後、茨城県内の福祉施設等において、介護福祉士又は社会福
祉士として介護業務や相談業務等に一定期間従事した場合、返還が免除されます。

♦ 保育士修学資金貸付事業
種

類

対

象

貸付金額

保育士修学資金

学

生

潜在保育士就職準備金

保育士

20 万円以内

未就学児保育料の一部

保育士

保育料の半額（1 年限り上限 2.7 万円）

月額 5 万円以内（上限 120 万円）
入学準備金・就職準備金各 20 万円

保育士資格の取得を目指し、保育士養成施設に在学する方を対象に、修学資金の貸付（無利子）を行います。
なお、養成施設卒業後、茨城県内の保育所等で、保育士として一定期間従事した場合、返還が免除されます。

♦ 保育士の業務負担の軽減を図るための貸付事業
種

類

保育補助者雇上費

対

象

保育所等

貸付金額
年額 295.3 万円以内（3 年間）

保育補助者が貸付期間内に保育士資格を取得するなど一定の条件を満たした場合、返還が免除されます。

若 者 の 自 立 を 支 援 し ま す
♦ 児童養護施設等の退所者に対する貸付事業
種

類

対

象

生活支援金

進学者

家賃支援金

進学・就職者

資格取得支援金（入所中）

就職予定者

貸付金額
月額 5 万円
家賃相当額（生活扶助額を限度）
25 万円以内

一定期間、就業した場合（進学者は卒業後）返還が免除されます。
＊各貸付を利用するためには、別に定める要件を満たす必要があります。
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 TEL：029-350-8366
詳しくは 茨城県社会福祉協議会
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『おはなしテルテル』

地 域福祉活動
レポート!材 小美玉市
9 日取
平成28 年6 月

独自のパフォーマンスを
加えたまったく新しい
「読み聞かせ」とは?

子育て世代のお母さんで結成された『おはなし
テルテル』
みなさんは「読み聞かせ」と聞いてなにを思い浮
かべますか。きっと多くの方が、お母さんがお子さ
んを膝の上にのせて、絵本を読んでいる光景ではな
いでしょうか。
じつは、小美玉市を中心に幼稚園や小学校、ま
たは子育て・高齢者サロンなどで、オリジナルのパ
フォーマンスを交えた読み聞かせを行っている団体
があります。それが、今回ご紹介するサークル、
『お
はなしテルテル』
。代表を務める遠藤康子さんは設
立のきっかけを次のように振り返ります。
「
『おはなしテルテル』は、2009 年 7 月に結成した
読み聞かせサークルです。玉里幼稚園の母親文庫運
営委員として活動していたお母さんたちが中心メン
バーとなり、子どもが卒園したあとも絵本の読み聞
かせを行いたいという思いから始まりました。現在
では 5 人のメンバーを中心に活動しています」
（遠藤
さん）

読み聞かせは世代に合わせた「絵本の選定」か
ら始まる
読み聞かせを行う際、なによりも大切なのが「絵
本の選定」です。
「たとえば、小学校低学年向けには、みんなが楽し
める大型絵本。そこから高学年になると、授業内容

制作中の「大型布
芝居」
。下絵から色塗り
まで、丁寧に仕上
げます。

に並行して、
『戦争・平和』
『友人』など、
よりストーリー
性があり、絵本を通じて生徒一人ひとりが自分なり
にテーマに沿って考えられるようなものから、クスッ
と笑えるようなものまで、その範囲は広がっていき
ます。さらに、高齢者になると、昔話や日本ならで
はの絵本など、世代ごとに楽しめられるように選ん
でいますね」
（遠藤さん）
絵本選定後は、ナレーションやセリフ分け、そし
て読み聞かせ時における BGM の選定や小道具制作
など、本番に向けての練習・作業時間が欠かせませ
ん。
「メンバーが子育て世代のお母さんが中心というこ
ともあり、
『どうしたら子どもに楽しんでもらえるか』
『どのように表現したらうまく伝わるか』など、子ど
もの心に寄り添い、何度もメンバー同士で話し合い
を行いながら練習を行っていますね」
（遠藤さん）

読み聞かせに留まらない独創的なパフォーマンス
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ンバー。
はなしテルテル』のメ
お話しいただいた『お
恵さん。
原田
ん、
子さ
さん、遠藤康
左から鶴町加奈子

「私たちが行っている読み聞かせは、単に絵本を
読んでおしまいというものではありません。参加者
の年齢層にあわせて、たとえば、幼稚園のお子さん
や 180 人ほどの大人数の前で読み聞かせを行う場合、
本を読むだけでは、伝えられることが限られてしま
います。そのため、ときには朗読劇を交えたり、物
語に沿った影絵を用いたり、あるいは大型スクリー
ン、大型布芝居などを活用するなど、物語を聞かせ

平成28年6月25日

い、
やセロハンを使
音楽隊』は和紙
す!
えま
『ブレーメンの
伝
すく
や
物語をわかり
「手作り影絵」で

いばらきの社会福祉

朗読劇の一場面
。全身を使って
ダイナミックに
ストーリーを表
現!

るだけではなく、目で見て楽しんでもらえるような
パフォーマンスを交えながら行っています」と語る
のは、小道具作りを担当している鶴町加奈子さん。
最近では読み聞かせの際に、リコーダーのアンサン
ブルグループも参加し、
「サロンなどでは、読み聞か
せ以外にもリズム体操や手遊びも行っています」と
続けるのは、同じく小道具担当の原田恵さん。
こうした独創的な活動が評判を呼び、口コミや小
美玉市社会福祉協議会の「ふくしの出前講座」を通
しての依頼も多く、読み聞かせ以外にも本の楽しさ
を伝える「ブックトーク」も行っているといいます。
「これは、たとえば、
『友人』
『家族』などのテーマ
に沿った『本を紹介する』というものです。現在、
子どもの活字離れが騒がれていますが、読み聞かせ
やブックトークが本を読むきっかけになればいいで
すね」
（鶴町さん）

経験から学んだ「原点回帰」の重要性
もちろん、こうした活動は「読書の楽しさ」を伝
えるだけではありません。
「自分たちで物語を解釈し、一人ひとりに考える能
力を養ってもらうほかにも、たとえば、子どもたち
の場合、読み聞かせを学校の出来事として家庭で両
親に伝えるきっかけになったり、私たちのような学
校の先生以外の大人たちと交流することで、そこに
は新たな社会が生まれると思いますね」
（遠藤さん）
『おはなしテルテル』では、これまで 100 冊ほどの
本の読み聞かせを行ってきたといいますが、活動を
振り返ると、そのすべてが順調ではなかったといい
ます。
「以前、サークル内で何度も練習を行い、読み聞
かせを行ったときに、
『参加者のリアクションがまっ
たくない』ということがありましたね。きっと、サー
クル内だけで盛り上がってしまい、聞いて頂く方の

No.302

こちらの朗読劇では、れんこんに
ます !
扮したメンバーが会場を盛り上げ

気持ちをきちんと考えていなかったのかなと ......。そ
うしたこともありましたから、今後の目標は『原点
回帰』
。丁寧に新しい本を見つけ、どうしたら楽しん
でもらえるかをじっくりと考え、何度も練習を行い、
それを丁寧にアウトプットする。結成当時の気持ち
を忘れずにしていきたいと思っています」
（遠藤さん）
今後の活動目標について、原田さんと鶴町さんも
次のように語ります。
「私たちは、声をかけてもらい、見て、そして聞い
てくれている人がいるからこその団体です。これか
らも細く長く、じっくりと良いものを皆さんにお届
けできればと思っています」
（原田さん）
「今後は、読み聞かせの幅を広げるためにも、
『茨
城弁』にもチャレンジしてみたいなと思いますね」
（鶴
町さん）
単なる絵本の朗読にとどまらない「オリジナルの
読み聞かせ」
。参加者がそこから学び得た好奇心や
感情は、きっと貴重な財産となり、絵本を通してま
た次の世代に語り継がれていくのではないでしょう
か。

子
読み聞かせの様
玉里小学校での
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研修・就職情報

平成28年度から「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程初任者コース」を実施します
〜福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程とは〜
福祉・介護サービス分野に共通する能力を開発するための基礎研修として、全国社会福祉協議会が開発したものです。
★目的
その 1

福祉・介護職員が、自らのキャリアアップの道筋（キャリアパス）を描き、それぞれのキャリアパスの段階に
応じて共通に求められる能力を段階的、体系的に習得することを支援します。

その 2

各施設、事業所が主体的に職員のキャリアパスを整備し、これに沿った職員育成施策を確立・実施すること
を支援します。

福祉専門職の地位向上
・職業でのキャリアをイメージ

・職員育成の確立と実施

施設
事業所

福祉職員

・能力開発支援と評価
・処遇改善

・求められる能力の理解、習得

信頼される施設・事業所

・成長、モチベーションの向上

〜キャリアパスの段階〜
あらゆる事業種別・職種を横断した福祉・介護職員全般を対象とし、階層別に求められる資質の向上を図ります。

チームメンバーをまとめ、チーム目標
達成のため課題解決に取り組みます。
部下の教育指導にあたります。

職場運営の一翼を担い、職員の
労務管理業務を行います。

管理者
チームリーダー

ルールやマナーを守り、指導や
教育を受けながら担当業務を
しっかり身に着けます。
平成28年度より研修実施
福祉人材・研修部

中堅職員
初任者

組織の一員として役割を果たし、
担当業務を遂行します。後輩の
指導・業務改善にも積極的に努
めます。
平成30年度より
研修実施予定

TEL：029-244-3755

茨城県はんどちゃん人づくり研修等事業
「施設職員等研修ガイド」（平成 28 年 7 月〜 9 月開催予定分）
7月

9月

6〜7日

リスクマネジメント研修A

3日

社会福祉施設等職員安全運転研修

13〜14日

リスクマネジメント研修B

5日

アクティビティワーカー養成研修

27〜28日

キャリアパス対応生涯課程初任者コース
8月

9〜10日

メンタルヘルスケア研修

22〜23日

コーチングスキル研修

30〜31日

OJT・マネジメント力向上研修A

7〜8日

OJT・マネジメント力向上研修B

13〜14日

研修担当者養成研修

26〜27日

OJT・マネジメント力向上研修C

※本会ホームページ「福祉の仕事・研修」からも研修案内から閲覧
できます。

茨城県社会福祉協議会

福祉人材・研修部
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茨城県内で開催される福祉に関する研修・就職情報をご紹介します！

福祉の仕事を目指す方へ
〜就職相談会のご案内〜
茨城県福祉人材センター（無料職業紹介所）及び茨城県子
育て人材支援センターでは、福祉・介護職を希望する方を対
象に、「地区別就職相談会」を開催しています。

福祉のお仕事地区別就職相談会
就職活動や資格等に関する相談をお受けします。
7 月 16 日（土）13：00 〜 15：00
〔会場：ホテルニューつたや（筑西市乙 907-1）
〕
開 催 日 8 月 27 日（土）13：00 〜 15：00
及び会場 〔会場：ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町 1-6-1）〕
9 月 11 日（日）13：00 〜 15：00
〔会場：鹿島セントラルホテル（神栖市大野原 4-7-11）〕
福祉・介護の職場に就職を希望する方

相談内容

参加無料。事前申込・予約不要。入退場自由。

参
加
事 業 所

各日程それぞれ 24 事業所が参加予定です。茨
城県内に所在し、現在職員を募集している事業
所などが参加します。

問合せ先

茨城県福祉人材センター TEL：029-244-4560

職員
リレ
ート
ーク

参加対象

茨城発 求職者支援強化事業

る
える
らしをささえ
くらしをささ
れあって く
ふれあって
ふ
業 どう？
職業
あわせな 職
し
しあわせな
「 ふ く し 職 働 」の ご 案 内

「ふくし職働」では、福祉の仕事を希望する方や、福祉の
仕事をされている方をお手伝いするために、各種講座や自
由に話せる場（サロン）を行っています。
暮れ六つ講座（第 2 火曜日）
、夕暮れしゃべ
主な内容
り場（隔週水曜日）
、仕事とこころの相談、
（おしながき）
木になる講座（第 4 木曜日）
、おひさま講座
参加対象

・福祉の職場に就職を希望する方
・福祉の職場に関心のある高校生／専門学
校生／短大生／大学生の方
・福祉の仕事に関心のある方

参

無料

加

費

開催日程

茨城県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

開催場所

茨城県総合福祉会館 2 階 茨城県福祉人材
センター内 「ふくし職働」ルーム

申込方法

受講申込書に必要事項を記入の上、郵送又
は FAX にて各講座開催日の 2 日前までに
お申し込みください。（電話申込も可）

申 込 み・
問合せ先

茨城県福祉人材センター
TEL：029-244-4544

社協

の湯が持つ太古のエネルギーが現代人の心を癒してくれるの
です。
印象に残っているところとそこでのエピソードを 2 つ紹介
します。
まずは、今や メジャーな秘湯 となった秋田県乳頭温
泉郷の「鶴の湯温泉」
。黒光りする古めかしい建物と浴舎が
茨城町社会福祉協議会
立ち並び、露天風呂には女性に人気の乳白色の湯がたたえら
山口勝宏
れ、まさに鶴の湯ワールドを形成しています。山の中の宿と
は言え、そこは人気の鶴の湯。国際色豊かに青い目の外人さ
んも混浴の大露天風呂につかっていました。よほど気持ちが
5 月 18 日、城里町社協の寺門さんから電話がありました。 良かったのか、あるいはプールと勘違いしたのか、女性の外
いつものように美しく上品な声でしたので、こちらもイチオ
人さん、いきなり平泳ぎを始めました。幸い（？）乳白色の
クターブ高い受け答えになってしまいました。
お湯でしたので、全貌は見えませんでしたが・・・
寺門「山口さん、お願いがあるの。でも、このお願いは基
「人気の湯 外人さんが 大開脚」
本断れないのよ !」
さすが鶴の湯です。
山口「???」
長野県は地獄谷温泉。志賀高原の湯田中・渋温泉郷の最奥。
そのお願いというのが、リレートークの執筆だったのは言 「後楽館」は横湯川上流の谷あいに湧く一軒宿です。宿の周
うまでもありません。
囲には、野生猿がいて、
「猿の温泉」として有名です。
寺門さんからのお願いとあれば、ダメとは言えない！書い
夕暮れ時、宿の下にある露天風呂につかっていい気分でい
てやろうじゃないかぁ〜と啖呵を切ったものの、漢字は忘れ
ると、一匹のいくぶん足の不自由な猿が近づいてきました。
る、目は霞むという状況の中で、七転八倒の末、締め切り日
私は思わず「モズだ !」と叫んでしまいました。当時、足の
を大幅に過ぎてしまい、県社協の海老根さん、すみませんで
不自由な猿がボスザルになったということで、TV でも取り
した。
上げられていたのでした。
30 歳過ぎてから、温泉（秘湯）歩きに目覚め、現在まで
モズは私たちを吟味（?!）した後、悠々と山に消えていき
入湯した温泉が 232 ケ所。500 ケ所は軽くクリアする予定で
ました。それを眺めていた私たちは、湯につかりすぎて顔も
したが、ここ数年は年間一桁に甘んじており、悔しい思いを
おしりも真っ赤っか。まさしく猿そのものでした。
しております。
こんなエピソードはまだまだありますが、
字数がかなりオー
バブル経済盛んな頃は、豪華な大型温泉ホテルが主流でし
バーしてしまいました。
たが、今やその手のホテルはほとんどが壊滅してしまい、自
ということで、寺門さん、お願いがあります。今度一緒に
然環境を生かし、源泉に近く、身も心もあたたまる湯宿が残っ
温泉に行って「心の湯浴（ゆあ）み」をしましょう !
ています。こうした湯宿は日本の文化財であり、山の湯、海
このお願いは、基本断れませんよ ?!（笑）

お

願

い
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茨城県社協からのお知らせ

苦情解決事業実績について

福利厚生センター会員交流事業のご案内

運営適正化委員会では、福祉サービスのサー
ビス内容に関する疑問や不満などの相談を受け
付けています。
平成 27 年度は、苦情が 64 件、相談が 19 件
でした。
多かった苦情は、サービス内容についての苦
情で、職員の接遇やサービスの質や量に関する
ことが 43 件と全体の件数の 3 分の 2 を占めて
いました。

福利厚生センター茨城では、会員の皆様向けに会員交流事業を企画して
おります。
詳細につきましては、今後送付するチラシまたはソウェルクラブホーム
ページをご覧ください。
○現在企画している会員交流事業
事業名

実施日

八景島シーパラダイス（常磐コース・鹿行コース）

7月24日（日）

ディズニーランド

7月30日（土）

ファンパーク

相談受付

福島ハワイアンズ

8月20日（土）

月曜日から金曜日の 9 時 00 分から 17 時まで
土・日・祝祭日はお休みです。

相撲 9 月場所両国国技館

9月17日（土）

東京宝塚 宙組公演 エリザベード
愛と死のロンド（常磐コース・県西コース）

10月1日（土）

群馬のリンゴ狩りと道の駅めぐり

11月5日（土）

ワインの夕べ

11月19日（土）

相談は無料です。
プライバシーは厳守いたしますので、お気
軽にお電話ください。
また、電子メールでの相談も受け付けてお
ります。
運営適正化委員会事務局
TEL：029-305-7193（直通）
E-mail：tekisei@ibaraki-welfare.or.jp

USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン） 2 泊 3 日

ソウェルクラブ（福利厚生センター）茨城
TEL：029-244-3147 ／ FAX：029-241-1434
【業務受託団体】社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 福祉事業部
【ホームページ】http://www.sowel.or.jp/

ソウェルクラブ
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お知
らせ

サロンコンサートを
開催しています!

毎月、ボランティアの演奏者による
コンサートを開催しています。
お昼のひとときを、美しい音色とと
もにお過ごしください。
皆さんのご来場をおまちしておりま
す。
会場：茨城県総合福祉会館1階
県民サロン
日時：茨城県総合福祉会館のホーム
ページなどでお知らせしていま
す。
茨城県総合福祉会館

検索

お知
らせ

No.302

県社協の会員になりま
せんか?

本会の趣旨・目的にご賛同いただ
ける会員を募集しております。
会員の皆様からいただいた会費は、
県内の地域福祉向上に活用されます。
正 会 員：本会の趣旨・目的に賛同
する社会福祉施設及び社
会福祉団体・社会福祉関
係団体等
賛助会員：本会の趣旨・目的に賛同
する個人または団体等
会
費：別途お問い合わせくださ
い。
特
典：
①本会の事業に係る計画及び結果に
ついてご報告いたします。
②広報誌「いばらきの社会福祉」の
送付

募集

福祉のお仕事に関心のあ
る方はご参加ください!

茨城県福祉人材センター（無料職
業紹介所）及び茨城県子育て人材支
援センターでは、福祉・介護職を希
望する方を対象に、
「福祉のお仕事ハ
ローワーク及び市町村社会福祉協議
会出張相談会」を開催しています。
開催日：各所１〜２回／月
開催場所：要確認
※県内ハローワーク及び市町村社
会福祉協議会
参加対象：
福祉の職場に就職を希望する方
福祉の仕事や資格取得に関心のあ
る方
参加方法：相談無料、予約制
★ハローワーク開催日程
（13時〜 15時30分）
開催場所

6月のサロンコンサートの様子

茨城県総合福祉会館事務室
TEL：029-244-4545

「新設福祉施設のご紹介」

③社会福祉大会への参加

平成 27 年 11 月 1 日〜
平成 28 年 4 月 30 日までの開設

9月

2日
16 日

6日
20 日

土浦わかもの
ハローワーク

9日
23 日

13 日
27 日

ハローワーク
筑西

8日
22 日

12 日
26 日

ハローワーク
常陸鹿嶋

1日
15 日

5日
20 日

ハローワーク
龍ケ崎

10 日
24 日

14 日
28 日

茨城県福祉人材センター
TEL：029-244-4560
（※予約申込もこちらまで）

特別養護老人ホーム
● 特別養護老人ホーム
グランヴィラ牛久
社会福祉法人 関東マリア会
定員／70名 ユニット型
〒300-1231 牛久市猪子町892-2
TEL：029-817-5111

8月

ハローワーク
日立

総務企画部
TEL：029-241-1133

茨城県総合福祉会館では、広く県民の皆様に気軽にご利用いただけるよう、県
民サロンを利用したサロンコンサートの開催や、ギャラリーでの展示会をはじ
め、コミュニティホール（定員 296 名）・多目的ホール・研修室の貸出しを行っ
ています。各種講習会や研修・会議等にご利用ください。
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わかち合おう小さな善意 〜みなさまからのあたたかいご支援を紹介します〜
平成28年2月〜平成28年4月

善意金等の預託と払い出し状況（敬称略）

ボランティア基金

善意金

預託者名
㈱セイコーマート茨城地区事務所
合 計

金額（円）
626,788
626,788

善意品
預託者名
ＮＴＴ東日本茨城支店
茨城音楽文化振興会

会長

リスカ㈱
㈱ツルハホールディングス
クラシエホールディングス㈱

塙

浩志

預託者名
丸大食品株式会社
茨城県 PTA 連絡協議会
友榮会
長谷川幸介
合 計

善意品
「電話お願い手帳」500 部
「ふれあい速達便」500 部
ヴァレンタインコンサート招待 20 名
えびマヨスナック 65 ｇ× 48 袋
30 本チョコ 15 袋× 2 箱
車椅子 10 台

金額（円）
6,701
500,000
15,000
200,000
721,701

払出先名
茨城県聴覚障害者協会
NPO法人茨城県中途失聴・難聴者協会
県社協
県社協
社会福祉施設

使用済み切手・使用済みテレホンカード等
預託者名
高橋次夫／弘陽電気㈱／太陽日酸東関東㈱水戸営業所／茨城労働局 労災補償課／高栁美智子／茨城県教育研修センター／三井
住友海上火災保険㈱茨城支店／㈱常南部品商会／水戸市立笠原小学校／社会福祉法人 茨城県共同募金会／茨城県児童館連絡
協議会／茨城県腎臓病患者連絡協議会／小堤美千代／アズビル㈱ビルシステムカンパニー茨城支店／富士ゼロックス茨城㈱／茨
城県庁内郵便局／茨城県（保健福祉部・障害福祉課、子ども家庭課、長寿福祉課、土木部都市局公園街路課）／社会福祉協議会
（龍ケ崎市、小美玉市、坂東市、つくばみらい市、古河市、阿見町、筑西市、水戸市、潮来市、かすみがうら市、 神栖市、古河市、
取手市、ひたちなか市、日立市、城里町、常陸太田市、美浦村、桜川市、石岡市）

茨城県 PTA 連絡協議会 様

長谷川幸介 様

平成27年度 基金別払い出し状況

NTT 東日本茨城支店 様

平成27年度の各基金の払い出し（配分）状況についてご報告いたします。

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

助成金額
ボランティア団体助成（21団体）
3,277,012 円
市町村社協ボランティアセンター助成（28社協） 7,221,000 円
合 計
10,498,012 円

平成27年度 使用済み切手・使用済みカード等寄付の集計結果
使用済み切手
使用済みカード
合 計

㈱ツルハホールディングス 様
クラシエホールディングス㈱ 様

257,000円 （約3,674,667枚）
3,000円 （約 65,103枚）
260,000円

※これらについては、ボランティア助成事業として使わせていただきました。

金額
就学奨励金（合計18名）
小学校卒業5名・中学校卒業13名

善意金
指定払い出し（19ヶ所）
団体助成（7団体）
合 計

発行者／
社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会
〒310-8586 水戸市千波町1918
TEL.029（ 241）1133（ 代）FAX.029（ 241）1434
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900,000 円

HP http://www.ibaraki/
//www.ibarakiwelfare.or.jp/
Facebook https://
/ www.facebook.com/ibarakikenshakyo
//
E-mail ibashakyo@ibaraki-welfare.or.jp

金額
8,974,939 円
950,000 円
9,924,939 円

