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ふくし“きらり人。”とは―
福祉の仕事に対するイメー
ジアップを図るため、福祉
施設や事業所で働く方や福
祉を学ぶ学生のうち、きら
りと輝く人物を“きらり人。
”
と し て 任 命 し ま す！ 今 後、
“きらり人。”には、県社協
の実施する事業を通じて福
祉の魅力を伝えていただき
ます。

はんどちゃんの紹介
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。

社会福祉
法
人

茨城県社会福祉協議会
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各種事業のご案内
将来の夢に向かって進学される方を応援しています～教育支援資金貸付制度のご案内～
県社協では、低所得世帯を対象に、高校、専門学校、短大、大学等に進学される際の費用を、無利
子でお貸付する制度を実施しています。
「将来の夢があり進学したい（させたい）、けれど学費を支払うことが難しい…」と進学を断念され
る前にお住まいの市町村の社会福祉協議会へ教育支援資金貸付制度についてご相談してください。
≪教育支援資金貸付制度の内容≫
資金種類
教育支援費

対象世帯

貸付限度額
高校
高専
短大
大学

低所得世帯※ 1

就学支度費

月額 35,000 円
月額 60,000 円※ 2
月額 60,000 円※ 2
月額 65,000 円※ 2

据置期間

償還期限

貸付利子

学校卒業後
6月

20 年

無利子

※2

500,000 円

≪教育支援資金よりも優先される奨学金のご案内≫
教育支援資金貸付制度との併用貸付可
【実 施 主 体】独立行政法人日本学生支援機構
【奨学金制度】①給付型奨学金制度
②第一種奨学金制度（無利子）

※１ 独立自活に必要な資金の融通を他から受け
ることが困難であり、所得基準が生活保護法
にいう生活扶助基準の概ね 1.7 倍以内の世帯
※２ 教育支援費については、特に必要と認める
場合、上記貸付限度額の 1.5 倍までを上限と
することが可能です。

成年後見制度をご存じですか？
病気やけが・障害・高齢により判断能力が不十分になった場合、自分ひとりでは適切な法律行為を行うことが
難しくなることがあります。
例えば、銀行に預けている自分の預金を払い戻す際にも、判断能力が不十分な状況では、自
分ひとりで手続きができない場合があります。また、悪質な訪問販売により、契約内容をよく
理解できないまま、高額な商品を買わされてしまうという被害にあうこともあります。
成年後見制度は、こういった状況にある方を法律面や生活面で支えるための制度です。
援助者については、ご本人の判断能力の状態に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」と分か
れており、家庭裁判所が適切な援助者を選びます。

成年後見相談会開催のお知らせ
成年後見センター・リーガルサポート茨城支部との共催により、
成年後見相談会を開催いたします。相談を希望される方は、下記
まで予約・連絡をしてください。
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）10 時から 15 時
会場：右のとおり県内各地域の 6 会場を予定
＊事前予約制

＊相談無料

問 リーガルサポート茨城
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TEL：029-302-3166

開催会場
水戸市
日立市
鹿嶋市
つくば市
龍ケ崎市
古河市

茨城司法書士会館
日立シビックセンター 102 号室
鹿嶋市まちづくり市民センター
学習室 1 ～ 3
LALA ガーデンつくば
1 階コミュニティルーム
竜ヶ崎プラザホテル
四季亭別館第 2 会議場
古河市中央公民館
研修室・学習室 1
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平成 30 年度社会福祉法人経営改善支援研修会の開催
社会福祉法人経営者の方を対象とした「経営改善支援研修会～人事管理で、魅力ある職場づ
くり～」を 11 月 30 日（金）
、茨城県立県民文化センター小ホールで開催します。
研修会の詳細につきましては決まり次第、本会ホームページでご案内いたしますので、皆様
のご参加をお待ちしています。
問 福祉事業部

TEL：029-244-3147

茨城県はんどちゃん人づくり研修等事業「福祉施設職員等研修ガイド」
（平成 30 年 11 月～ 12 月開催分）
月
11 月

日

研修名

5，12 日
6日

対象者

発達障害研修（子どもの支援編）

直接処遇職員等

メンタルタフネス研修（中級）

直接処遇職員等

13 日 【新】考課者研修（フォローアップ編）
21 ～ 22 日

カウンセリング研修

直接処遇職員等

保育担当職員研修

保育士等

クレーム対応力強化研修 B

苦情解決責任者等

10 ～ 11 日 【新】チームビルディング研修 B

チームリーダー等

26 日
12 月

人事担当者等

3～4日

12 日 【新】メンタルタフネス研修（認知症の心理と行動）

直接処遇職員等

★本会会員の方は、優先的に申し込みができます。ふるってご参加ください！
★茨城県社会福祉協議会のホームページで詳しく案内しております。
トップページの右欄の
バナーをクリック！ ⇒
新規研修の紹介

～考課者研修（フォローアップ編）～

社会福祉従事者研修
日程・応募状況
ご案内
随時更新中 !

人事考課を導入し運用するためには、人事考課の正しい知識と組織で統一
した考え方を一人ひとりが理解し共通認識をもつことが必要です。この研
修では、5 月に開催した「考課者研修」において受講生の関心が高かった
面接のロールプレイに重点をおき、面接時のポイント、面接を効果的に機
能させるための手法を学習します。

平成 30 年 7 月豪雨への県社協の対応
本年 7 月、記録的な豪雨により岡山県・広島県・愛媛県を中心として西日本の広範囲にわたり、水害・土砂
災害が発生しました。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。
県社協においては、発災当初から、全社協の提供する災害ボランティアに関する情報を発信するなど、被災
者支援の一助となるよう対応してまいりました。また、全社協からの要請に応じて、緊急小口資金特例貸付の受
付対応や災害ボランティアセンターの運営支援のため、県内市町村社協の協力を得て職員を派遣しています。
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人生のあらゆるステージで、福祉の魅力を発信し
県社協では、近年課題となっている福祉人材の確保に努めており、子どもから福祉に携わる方に向けて、
福祉への理解促進・スキルアップ・イメージアップに繋がる事業を展開しています。

保育園・学校

福祉キャラバン隊

福祉の魅力発見ツアー

小・中・高校生向けに、福祉のし

小・中学生を対象に福祉施設見学や、福祉に

ごとの魅力を伝える授業を実施

関わる体験を行うツアーを開催（親子で参加）

いっぱい遊んだ保育園
今度新しく来た先生にも、
ぼくたちと同じくらいの
こどもがいるんだって。

福祉の魅力発見ツアー

小学校でみんなで勉強
今日は県社協から先生が来たよ。
セラピーのロボット可愛かった !!

介護ロボットを見学に行ったりも
するみたい。
福祉って楽しいのかも !?

初任者・技術取得
資格取得・キャリアアップ

気 付 け ば、資 格 を
取ってから５年も働
いてきたんだな。

先輩はキャリアアップのための研修も受けたりしてるみたい。
キャリアアップなんて考えたことなかったけど、研修とか受けてみようかな。

身に着けてきた経験
を生 かして、新しい
ステップに挑戦して
みたい。
ケアマネ試験、受け
てみようかな！

社会福祉事業従事者研修
福祉施設・事業所等に従事する職員の資質の向上を図るため、
職種別・階層別に様々な研修を実施
（新任、中堅、チームリーダー、管理代表者研修、専門研修等）

介護支援専門員実務研修は大変だったけど、ついにケアマネジャーになれた！
！
この前、職場から推薦されて県社協から「ふくし きらり人。」に任命された…
なんだか照れくさいけど、頑張りが認められたって思うと、もっと頑張ろうって思えるね。

介護支援専門員実務研修受講試験・実務研修
保健・医療・福祉分野にまたがる専門職であるケアマネジャー
の資格を取得するための試験（通称・ケアマネ試験）及び実
務研修を、県からの指定を受け実施
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ながら、福祉に携わる方々を応援します！
卒業・就職
職場体験

介護福祉士・社会福祉士・保育士
修学資金等貸付

中学生以上を対象に、県内福祉施設で
1 日から 10 日間の職場体験を実施

養成施設等に在学中で、一定の条
件を満たす方を経済的に支援

中学生が学ぶことは、学校の中だ

高校にもキャラバン隊が来た。

もうすぐ卒業…

けじゃない。

小学校の時と違って、自分の進路

介護福祉士養成校

福祉施設で職場体験してみよう !!

と重ねて考えていた。

に進学するんだ。
友達は保育士にな
りたいみたい。

福祉の就職総合フェア／就職相談会

お互い頑張ろうね！
！

福祉の職場への就職希望者が、福祉施
設・事業所を知る機会として開催
大変なこともあるけど、自分の頑張りがみ
んなの笑顔になる。やりがい、ってこうい
うことなのかも。でも、同じような仲間と、
いろいろな話もしてみたいな。

福祉の仕事をするって決めてはいるけど、どんな職場
なのか、直接話してみないとやっぱり不安…相談でき
る人もいたらいいな。

ふくし職働
就職活動や福祉職場で活かせる
実践的な講座を定期的に複数開催

福祉の牽引役
「きらり人。」で見た ! って言って、幼馴染から連絡があった。
福祉の業界に転職を考えてるんだって。
まずは初任者研修受けたら？って勧めてみたよ。
頑張ってほしいな！
！

介護福祉士実務者研修受講資金貸付・初任者研修支援事業
無資格で福祉の仕事に就く方向けに「介護職員初任
者研修」受講費用の一部を助成、
「介護福祉士実務
者研修受講資金」貸付、資格取得を支援
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福祉は人と出会い
人生を楽しめる仕事
題字：小林

小林 信彦さん
北水会グループ研修・教育担当
コネクター（いばらき中央福祉専門学校）

今回の「ふくし“きらり人。”」は、いばらき中央福祉専門学校で教員をしながら、
北水会グループ研修・教育担当のコネクターとして活躍する小林信彦さんです。
コネクターとは、北水会グループが独自に設ける職種で、法人内外の研修教
育を担当している職種です。法人内の研修システム「step」等を運営し、年間
50 本ほどの研修を行う小林さんですが、
「研修教育担当」ではなく「コネクター」
と名付けられた職名には、「学校と現場をつなぐ」「学生と社会をつなぐ」「社
会と現場をつなぐ」といった意味が込められているそうです。
小林さんに、福祉の仕事についたきっかけや、魅力について聞きました。
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世の中のニーズに応える
「コネクター」という職種とは－
私たちの法人は 50 ほどの事業所があります。それ
ぞれの現場職員のニーズ、世の中のニーズに対応で
きるよう方向性を定め、まとめる必要がありました。
そこで生まれたのがこの職種です。
また、
「茨城の福祉を元気にするプロジェクト」
、通
称「いばふく」というプロジェクトも担当しています。
様々なプロジェクトを法人の垣根を超えてつな
がった仲間と共に実施しています。

祖母の骨折がきっかけで－
大学で写真を学び、カメラマンのアシスタントと
して働いていましたが、仕事が合わずに体調を崩
してしまい、茨城に戻ってきました。
その頃、祖母が骨折で入院しており、そこで関わっ
た看護師やヘルパーという人の生死が身近にある
仕事をしている人たちにとても興味を持ち、この
人たちを写真に写してみたいと思いました。
そのためにどうしようかと考えた時に、まずは自
分もその世界に入ってみようと思ったのがきっか
けです。

介護の魅力にのめり込んだのは－
仕事を始めたら、写真を撮ることよりも介護の魅
力にのめり込んでしまって…。
なぜ「のめり込んだ」かと言うと、たくさんのご
利用者の魅力的な人生に関らせて頂けたからです。
ご利用者の人生に関われるこの仕事は、自分の人
生も豊かにしてくれると感じています。

人生を楽しんだ経験が重要－
コネクターとしては、少し俯瞰した立場で見るこ
とが必要です。「共感」という言葉がありますが、
その人と同化するのではなくて、しっかり共感で
きている人は実はあまりいないと思います。
共感をするためには、人生を楽しんで、いろんな
経験をすることが重要だと感じています。ですか
ら、学生には、勉強はもちろんですが、しっかり
遊んで、人生を楽しんでほしいと伝えています。
また、研修をする上でも、参加者に新しい刺激を
受けてもらうことを意識しています。どれだけ心
が動く研修をできるかが重要だと考えて、日々ア
イディアを練っています。

「生きる」ということを
深く学べる「福祉」－
福祉の仕事は、様々な人との出会いがある仕事です。
その出会いは私たちの人生を豊かにしてくれます。
人生の先輩である高齢の方や様々な人の世界観と
出会い、人生に直接触れることで、「生きる」とい
うことを深く学ぶことができます。

ふくし”きらり人。
”募集中！
ホームページで確認！★★★

誰かの人生を豊かになるよう働きかけをすると、
自分の人生も豊かになる、そんな素敵な仕事が「福
祉」の仕事だと思っています！
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特定非営利活動法人

運動
ネットワーク
はんどちゃん

動
地域福祉活
!
レポート
６日取材
月

平成30年７

平成30年９月25日

華の幹（はなのき）

「古民家を生かした
地域の絆づくり」
果ててはいるものの、威厳あるその出で立ちに、
「こ
れは単なるボロ家じゃない、後世に伝えるべき由
緒ある古民家ではないのか」と気付かされた
のだそうです。

なる古民家
の活動拠点と

華の幹

「ふとしたこと
がきっかけでス
タートしたこの
活 動 が、 こ こ ま
で活発な活動と
なるなんて想像
もしていません
スタッフの皆さん
様々な世代の方々が活動を支えてい
でした」と語るの
ます
は、今回紹介する
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）華の幹（はな
のき）の代表理事を務める飯塚洋子さん。その華
の幹の活動の象徴である古民家（旧青木邸）が建つ、
つくば市小田地区は、戦国時代にこの地を治めた
小田氏の居城、小田城の旧城下町。研究学園都市
の中心部から程近い場所にも関わらず、歴史の重
厚さを今に伝える貴重な建物も多く存在する由緒
ある街です。
その小田地区で活動を始めた当初は、飯塚さん
含めわずか５人でスタートしました。

当初、庭は荒れ、
雨戸が壊れた状態でした

震災にも負けず、意外な展開に―

ところが、この古民家を再生し、そしてこの場
所を起点に何か出来ないかと模索していた 2011 年、
東日本大震災に遭います。しかし堅牢な作りで建
てられた古民家は、躯体そのものに全くの損傷は
なく、むしろその重厚さと貴重さを痛感させられ、
古民家として再生を決心させる区切りともなった
のでした。徐々に片付けから手を付け、整理を進
めていると、近所の方から「何をしているの？」
と声を掛けられ始めました。
「最初は近所の方も『なんかやってるな』と興味
本位だったのだと思います。しかし、少しずつ片
付けが進み、徐々に古民家が再生されていき、そ
の威厳が現れ始めると、地域の方もそこでともに
何か出来ないかと感じてくれたのだと思います」
と飯塚さん。そしてそのことが、新たな方向へと
舵 を 切 る
きっかけと
なっていき
ます。

荒れ果てた母屋を見て決心―

東京で生まれ育った飯塚さんは、ご主人の実家
のあるつくばに赴き、ご主人の祖母の実家である
この古民家に出会いました。隣人が、
「
『永い間、
誰も住んでいなかったので母屋だけでなく敷地の
中も荒れ果て、嵐で雨戸は吹っ飛び、家の中が丸
見えになっているよ』と知らせてくれ、初めてそ
の家に足を踏み入れました。
」と飯塚さん。最初は
ただの廃墟かと思ったそうですが、約 700 坪と広
大な敷地には、明治 40 年築の母屋だけでなく、明
治４年築の土蔵なども威風堂々と立ち並び、荒れ
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そして未来へ、その可能性は無限大―

ＮＰＯ法人化したことで、効率的な活動が出来
るようになっていきます。現在、手掛けているの
は古民家での民泊。地域の財産である古民家に宿
泊できる機能を持たせ、事業として実現を目指し
ています。そうすることにより、新たな人の流れ
を生じさせ、地域活性化と古民家の維持という２
つのメリットが生まれるのです。また、地元の高
校とのコラボで、地域を知る授業「つくばね学」
の推進も併せて行っています。取材に訪れたこの
日も、地元の筑波高校の３年生が、この古民家で
１年かけて「つくばね学」を学ぶために訪れてい

素敵な場所に生まれ変わりました！

ました。
「自分の為に始めたことがいつの間にか、地域を
巻き込んで地域とともに活動している。正直自分
でも驚いているが、これからもこの古民家を起点

地域の方々との交流、
そして新たな展開へ―

趣味を通じて集まった仲間たちと、この古民家
でささやかなイベントでも出来れば、と考えてい
た程度だった飯塚さんたちは、地域の方々と手を
携え地域共生活動へと進んで行きます。まずはじ
めは地域の秋のお祭りへの場所の提供でした。若
い世代のお祭りの担い手が減り続け、危機感を感
じていた地域の方々の想いもあり、お祭り参加か
らその交わりは少しずつ歩みを進めることとなり
ます。
古民家の再生が進むとイベント利用なども多く
なり、能に親しむ会や音楽フェスタなど多彩な活

にいろいろな情報を発信し、多世代多文化多地域
交流で地域を活性化し続けていきたい」そう語る
飯塚さんの笑顔に大きな可能性を感じました。

代表の飯塚さん

動へとその裾野は広がって行きます。同時に、活
動が広がりを見せるにつれ会員も増え、新たな財
源確保も必要なことなどから、ＮＰＯ法人化し、
より柔軟な活動が出来るようにしました。

夏の古民家体験
流しそうめんで涼を味わいました

イ

いろいろなア

きます

つなげてい
デアを活動に

もに
供たちとと
能舞台も子 しました
自ら制作

な能を
では本格的 した
む会」
ま
れ
「能に親し 、
ら
せ
さ
にし 感動
目の当たり

つくばね学の学習に訪れた
筑波高校のみなさん
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市
町
リ 村
レ 社
ー 協
ト 職
ー 員
ク

4 回のみです。それでもこんなに長く続いていることは、
何かの縁だと思っています。何年か前に友人と会う機会

一期一会

があった時に、今までのことを振り返りながらお話しし
たことで、お互いの考えや思いに共感したことを覚えて

城里町社会福祉協議会

三村

います。またいつか会える機会を作り、ゆっくりと会っ

明美

て話をしたいと思っています。
そのような経験からかどうかわかりませんが、私は現

5 月の半ば、大洗町社協成松さんより突然の電話が入

在、人とかかわりを持つ大切な仕事に就いています。袖

りました。久しぶりの元気な声を聴きながらのおしゃべ

振り合うも多生の縁や一期一会という言葉がありますよ

り。
「お願いしたいことがあるんだ。
」
と成松さん。
「エッ！！

うに、人との出会いや縁、かかわりを大切にして、日々

何？何？」と私。社協職員リレートークの依頼でした。

の仕事や生活をしていきたいと常々思い、心がけていま

一度はお断りしたものの結局はお引き受けすることにし

す。

ました。さて、何を書いていいのやら・・・。と随分悩
みに悩んでこのようなトークになってしまいました。

次回のリレートークは茨城町社協・細谷さんにお願い
することにしました。楽しいトークよろしくお願いします。

私は 40 年以上も前から「文通」を通しての友人がい

そしてこのような機

ます。今の人から見ると古臭いかもしれませんが・・・。

会を作ってくださっ

私の青春時代の頃は、今のようにラインやメールなどの

た 大 洗 町 社 協・成

便利なツールはなく、手紙や電話でのやり取りの時代で

松さん、ありがとう

した。その友人との出会いは、ある雑誌の友達募集の

ございました。

欄で偶然見つけたものでした。今でもその友人との交流
を続けています。最近はもちろん手紙を書くこともなく
なり、もっぱら「ライン」のみでのやり取りです。今の
時代の波に乗っています。これまでにお会いしたことは

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 ! !

平成30年度

ボランティア活動保険

保険金額

年間保険料（１名あたり）
Ａプラン

Ｂプラン

後遺障害保険金

1,040 万円
1,040 万円

1,400 万円
1,400 万円

入院保険金日額

6,500 円

10,000 円

プラン

保険金の種類

全国200万人
加入

死亡保険金

（限度額）

ケガの補償

特定感染症の補償
葬祭費用保険金

プラン

基本タイプ

Ａプラン

Ｂプラン

350 円

510 円

500 円

710 円

（限度額）

手術 入院中の手術 65,000 円 100,000 円
保険金 外来の手術 32,500 円 50,000 円
通院保険金日額

タイプ

4,000 円

6,000 円

天災タイプ（※）

（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険

検索

（※）
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。

保険金をお支払いする主な例

上記後遺障害、
入院、
通院の
各補償金額
（保険金額）
に同じ

賠償責任

の 補 償

（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

300 万円（限度額）
5 億円（限度額）

ボランティア行事用保険

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

（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）

（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

● 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、あなたの地域の社会福祉協議会へ ●
団体契約者

〈

引受幹事
保険会社

社会福祉法人

全国社会福祉協議会

〉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。）
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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。
〈SJNK17‑16970

2 0 1 8 . 1 . 9 作成 〉
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お知 第 68 回
らせ 茨城県社会福祉大会

生活困窮者支援団体等への安
定的な食品確保のため、NPO 法
人 フ ー ド バ ン ク 茨 城 と 連 携 し、
茨城県総合福祉会館の１階に「き
ずな BOX」を設置しています。
多年にわたり社会福祉の発展
に功績のある方々を顕彰し、「だ
れもが その人らしく 安心し
て暮らせる福祉社会」を推進す
るため、第 68 回茨城県社会福祉
大会を開催します。
■開催日時
10 月 17 日（水）
12 時 10 分開会
■会場
常陸太田市民交流センター
パルティホール
■内容
記念講演、アトラクション、
式典を予定

お知 9 月の
らせ サロンコンサート

募集 きずな BOX

総合福祉会館 1 階県民サロン
では、毎月ボランティア演奏家
による「サロンコンサート」を
開催しています。
お昼のひととき懐かしい名曲
やクラッシックなど聴きながら、
総合福祉会館でお過ごしになっ
てはいかがでしょうか。
■開催日時
9 月 28 日（金）
12 時 10 分から 13 時

家庭で余っている食品などを
「きずな BOX」に持ち寄ってい
ただき、集められた食品などを
フードバンクが回収し、福祉団
体や施設、市町村社協を通じて
生活困窮家庭などに配分してい
ます。

■演目
フ ル ー ト， フ レ ン チ ホ ル ン，
アルトサックス，テナーサッ
クスの演奏によるポップスコ
ンサート
■出演
ワンマンオーケストラ
チャーリー栗原

昨年 1 年間で 56.8kg の食品が
集まりました。ご協力ありがと

問 総務企画部
TEL：029-241-1113

うございました。引き続き、皆
様のご協力をお願いいたします。
＊食品は常温管理できるもので未開
封、賞味期間が 2 か月以上残って
いるもの
＊生活困窮者への支援に不足してい
る、缶詰・レトルト食品などすぐ
に食べられる「おかずになる」食
品が不足しています。

問 会館事務室
TEL：029-244-4545

茨城県総合福祉会館 ご利用案内

茨城県総合福祉会館のコミュニティホール（定員 296 名）や各種研修
室は、一般の方にも貸し出しを行っておりますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、駐車場の混雑状況はホームページでご案内しておりますので、
ご来館の際の参考としてください。
検索
茨城県総合福祉会館

〒 310-0851

水戸市千波町 1918

TEL.029-244-4545

FAX.029-244-4548
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わかち合おう小さな善意

平成30年９月25日

～みなさまからのあたたかいご支援を紹介します～

わかち合おう小さな善意 < 平成 30 年 4 月～平成 30 年 6 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
預託者名

金額（円）

（株）セコマ

671,008

合計

671,008

善意金
預託者名

金額（円）

（株）ライズ

3,789

茨城県遊技業防犯協力会

1,500,000

住友林業（株）安全協力施工店会水戸支部
合計

27,456

茨城県遊技業防犯協力会

1,531,245

善意品
預託者名

善意品

払出先名

リスカ（株）

うまい棒 600 本入り 1 箱
いちごシュー 12 袋入り 2 箱

県内社会福祉施設・県社協

使用済み切手・使用済みテレホンカード等
預託者名
茨城県教育研修センター

いばらき印刷（株）

（社福）茨城県共同募金会

大和ハウス工業（株）竜ヶ崎工場

富士ゼロックス茨城（株）
水戸市緑岡郵便局

金澤

百花

茨城県児童館連絡協議会
鴨志田

修一

高栁美智子・鈴木緑化サービス

（株）常南部品商会

茨城県保健福祉部（子ども政策局子ども未来課、地域ケア推進課、障害福祉課）
社会福祉協議会
（龍ケ崎市、神栖市、土浦市、鉾田市、常陸大宮市、小美玉市、大子町、日立市、ひたちなか市、石岡市、城里町、
行方市、守谷市、阿見町、牛久市、常陸太田市、水戸市、笠間市、北茨城市）

いばらきの社会福祉
Social Welfare of IBARAKI
発行者／社会福祉法人
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茨城県社会福祉協議会

〒310-8586 茨城県水戸市千波町1918
TEL：029-241-1133（ 代）
FAX：029-241-1434
ホームページ http://www.ibaraki-welfare.or.jp
Facebook https://www.facebook.com/ibarakikenshakyo
E-Mail ibashakyo@ibaraki-welfare.or.jp

