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わかち合おう小さな善意

各種事業のご案内
・資格を活かした再就職に貸付金をご利用ください！
・教育支援資金貸付制度のご案内　ほか

生活困窮者自立支援制度就労支援について

地域福祉活動レポート
土浦市民間社会福祉施設協議会（土浦市）
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ふくし“きらり人。” 社会福祉法人木犀会 ひまわり館・ひまわりキッズ館　清水 美由希さん

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
任命しています!

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。

ふくし“きらり人。”

任命しました！



各種事業のご案内

　介護や保育の資格をお持ちの方が、事業所や保育所などに再就職するための資金を貸し付けています。

区分 貸付金の名称 貸付金額 必要な資格等 貸付対象者

介護
離職介護人材
再就職準備金貸付金

上限 40万円
介護福祉士・実務者研修
修了者・介護職員初任者
研修修了者のいずれか

介護職の実務経験 1年以上（再
就職前に茨城県福祉人材セン
ターに登録が必要）

保育

潜在保育士
就職準備金貸付金

上限 40万円 保育士
保育所等を退職後 1年以上経
過している保育士

未就学児保育料
一部貸付金

保育料の半額 1年間
（月額上限 2万 7千円）

保育士
未就学児をもち、新たに保育
士として就労した方、又は産
休・育休から復帰した保育士

※貸付にあたっては、上記以外にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
問 福祉人材・研修部（人材自立育成担当）　TEL：029-350-8366

資格を活かした再就職に貸付金をご利用ください！

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 対象世帯 貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子

教育支援費
低所得世帯 ※1

高校　月額35,000円 ※2

高専　月額60,000円 ※2

短大　月額60,000円 ※2

大学　月額65,000円 ※2

学校卒業後
6月

20年 無利子

就学支度費 500,000円

※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。

教育支援資金以外にも各種奨学金があります。
教育支援資金貸付制度を利用する前にほかの制度をご検討ください。
【例】日本学生支援機構奨学金…給付奨学金制度、第一種（無利息）・第二種（利息有）奨学金制度

茨城県奨学金…茨城県奨学資金、茨城県高等学校等奨学資金、茨城県育英奨学資金等
母子父子寡婦福祉資金

必●勝
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各種事業のご案内

　茨城県福祉人材センターでは、茨城県から委託
を受けて、福祉・介護・保育など、福祉分野全般
の無料職業紹介を行っています。
　来所による窓口での相談の外、インターネット
を通じて、「福祉のお仕事」ホームページからの
求職登録も受け付けています。
　「福祉のお仕事」ホームページでは、求職登録
の外、福祉の資格に関する情報や、福祉に関する
統計情報なども掲載していますので、是非ご利用
ください。

　茨城県福祉人材センターでは、次の方を対象に、
初任者研修の受講費用の一部助成事業を実施して
います。
⑴介護職員初任者研修を修了後、県内の介護施設・
事業所に就職した方
⑵県内の介護施設・事業所に就職後、介護職員初
任者研修を修了された方
　上限は９万円で、研修修了や就職の時期に条件
があります。
　募集期間は令和 2年 3 月 15 日（必着）ですが、
予算の上限に達した場合は終了となります。
　詳しくはホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

問 茨城県福祉人材センター TEL：029-244-4544

　大学、短期大学、専門学校などに通う学生及び
福祉の仕事に興味・関心のある方などを対象とし
た、福祉の就職フェア～就職ガイダンス～を開催
します。

期　　日 令和 2年 1月 19 日（日）

会　　場 ホテルレイクビュー水戸
（水戸市宮町 1-6-1）

　プログラムの詳細は、12 月下旬頃に県社協の
ホームページに掲載予定！

問 茨城県福祉人材センター
TEL：029-244-4544

　運営適正化委員会では、福祉サービスの内容に
関する疑問や困っていることなどの相談を受け付
けています。
　相談受付は、月曜日から金曜日の 9時から 17時
まで（土、日、祝日は休み）です。
　相談は無料で、プライバシーは厳守いたします。
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。

問 運営適正化委員会事務局
TEL：029-305-7193（直通）
E-mail：tekisei@ibaraki-welfare.or.jp

福祉のお仕事

初任者研修支援事業のご案内
～介護の仕事をする方の

資格取得を応援します～

インターネットで「福祉のお仕事」検索 福祉の就職フェア
～就職ガイダンス～

開催予告

苦情解決事業について
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就労準備支援事業とは

　生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えているなど、就労に向けての準備が必要な方を対象とし、
一般就労に向けて、最長 1年間の集中的な支援を実施します。実施する内容は、ご本人の状況に合わせて様々です。

プログラムの例
☆決まった時間に就寝・起床ができない ⇒ 生活習慣の改善訓練
☆他者とのコミュニケーションに不安がある ⇒ 本人の負担にならない職場での就労体験
☆就労に向けてどのようなことをしたらいいか分からない ⇒ ビジネスマナー講座、ハローワークへ通う練習
☆働くイメージがつかめない ⇒ 職場見学、就労体験

　茨城県では、茨城県では、3市（筑西市、かすみがうら市、牛久市）と 12 市町村（実施主体：県）で実施しています。
利用をご希望の場合には、上記各市・県の自立相談支援機関にご相談ください。

認定就労訓練事業とは

　就労経験が少ない方や、長期間離職していて自信をなくしている方など、すぐに働くことが難しい方を対象とし、
事業所で適切な配慮を受けながら、働く訓練を行います。
　就労準備支援事業の利用が終わってからも、一般就労にはまだ不安がある場合なども、利用することができます。
　平成 27 年 4 月から始まった「生活困窮者自立支援制度」の中の仕組みのひとつで、社会福祉法人や株式会社等
の企業・事業所が、県の認定を受けて、自主事業として実施する事業です。

認定就労訓練事業の特徴

○雇用契約を結ばずに訓練として就労体験を行う形と、雇用契約を結んだ上で支援付の就労を行う形があり
ます。
○ご本人と事業所で相談し、勤務時間や勤務日数、訓練の実施期間等を決めていきます。

　茨城県内で認定を受け、訓練を実施している事業所は次の 2か所です。（令和元年 7月現在）
　　●社会福祉法人ナザレ園　ナザレ園ユニバーサル就労支援事業所
　　●株式会社いばらきのケア　なごみ弁当常陸太田店

（社福）ナザレ園で実施している内容（平成29年3月認定）

いつから始まりましたか ?
これまでどれくらいの方が利用されていますか ?

平成 29 年 5月から受け入れ開始。これまで13 名の方が訓練
を行いました。現在は6 名の方が訓練中です。内 2名の方が
雇用型です。

訓練では、具体的にどのようなことを行いますか ?

食器洗い等の調理補助、シーツ交換等の介護補助、屋外の除草、施設内の清掃、洗濯業務、
農作業等を行っています。

生活困窮者自立支援制度 就労支援について

就労準備支援事業・認定就労訓練事業をご存じですか？

Q

Q

A

A
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訓練時間、日数、期間は?

ご本人との相談によって決めているのでそれぞれ違いますが、1日2 時間から6 時間、週1日から
5日など様々です。訓練期間の定めはありません。

訓練中の賃金は?

非雇用型の場合は訓練の進捗状況により時給 200 円から400 円、雇用型の場合は時給 830 円
（令和元年 7月現在）をお支払いしています。その他別に定める支給規定により交通費をお支払い
しています。

訓練後の皆様の状況について

訓練後、一般就労に移行された方が3 名いらっしゃいます。そのうち1名は当法人の職員として
働いています。その他の方は体調等の状況により訓練を中止していますが、時々連絡を取り合い
状況を確認しています。

（株）いばらきのケアで実施している内容（平成30年8月認定）

いつから始まりましたか ?
これまでどれくらいの方が利用されていますか ?

平成 30 年11月から受け入れ開始。これまで 2名の方が利用されて
います。その内、1名の方は現在も訓練を継続中です。

訓練では、具体的にどのようなことを行いますか ?

お弁当の盛り付けや容器の洗浄、館内の清掃　などです。

訓練時間、日数、期間は?

ご本人との相談によって決めているので、それぞれ違いますが、1日2時間
～6時間、週1日～5日など様 で々す。これまでの実績では、訓練期間は
2～3か月です。

訓練後の皆様の状況について

訓練後、一般就労に移行された方が1名いらっしゃいます。
（株）いばらきのケアで採用しています。

　社会福祉法人や株式会社等の企業・事業所の皆様には、就労体験の受け入れや、認定就労訓練の実施を
お願いいたします。
　訓練を経ることで、一般就労につながる方がいます。一般就労が難しくても、自分に合った働き方をする
ことで、自身の生活を支え社会参加できる方がいます。
　また、就労体験者や訓練生を受け入れることは、本人に合った仕事内容や勤務時間を本人と一緒に考え
ながら実施していくものであり、多様な働き方を応援することです。
　このことは、誰にとっても働きやすい職場環境を作ることとなり、貴社の従業員の職場定着や人材育成
にもつながります。

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

訓練後の皆様の状況について
A

A

A

A

A
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はんどちゃ
んネットワ

ーク運動

令和元年6月
27日取材

地域福祉活
動

レポート!

事業者が連携して行う「買い物支援サービス」とは？

　そもそも民社協は『市民のためにやれることは
やろう！』というスローガンのもと、市内の福祉
活動のお手伝いや子どもたちの学習支援、子ども
食堂への支援など、さまざまな社会貢献活動を行っ
てきたといいます。
　「この買い物支援サービスは、『いずれ誰かが始
めなければならないこと』だと考えており、市民
の皆様のためにも私たちが培ってきたスキル等が
生かせるのではないかとの思いから始めました。
始まってみなければどのようなサービスや支援が
理想か、不透明な部分もありましたので、まずは
実施してみて、そこで挙がった改善点や問題点を
解決していこうと考えたのです」（上方さん）
　2018 年 11 月からスタートした買い物支援サー
ビスは、市内の福祉施設が、福祉車両で利用者の
自宅に伺いスーパーまで送迎するというものです。
買い物支援サポーター（買い物支援サービスへ同
行し、お手伝い頂くボランティアの方々）も同乗
し、必要に応じて多少のお手伝いを行います。現在、
民社協に加盟している 34 福祉施設の内、12 施設が
連携してサービスを実施しています。
　サービスが利用できるのは、①土浦市内在住の

土浦市民間社会福祉施設協議会（土浦市）

「買い物に困っている」という市民の声

　土浦市内で買い物支援サービスを実施している
土浦市民間社会福祉施設協議会（以下、「民社協」）
の会長であり、社会福祉法人窓愛園の理事長を務
める上方仁さんは実施に至った経緯を次のように
振り返ります。
　「これまで土浦市内には、日用品や生鮮食品を取
り扱う個人商店が多くありましたが、時代を重ね
るにしたがって、スーパーやコンビニエンススト
アに集約され、数が少なくなってしまったのです。
また、高齢者の交通事故がニュースで取りあげら
れ、運転免許の自主返納について議論されている
一方で、市内には公共交通機関が少なくなり高齢
者の皆様の移動手段が限ら
れている、あるいはひとり
では運転ができず、買い物
に困っているとの声が多く
寄せられていたのです。そこ
で、民社協に加盟している法
人の皆様と連携して『買い物
支援サービス』を実施しよう
と声をかけたのが始まりです。

「在宅高齢者買い物
支援サービス」

一方で、市内には公共交通機関が少なくなり高齢

と声をかけたのが始まりです。 ご自宅にお伺い

土浦市民間社会福祉施設協議会会長

兼 社会福祉法人窓愛園理事長の上方仁さん

福祉車両でスーパーに向かいます
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ときに近況報告をするなど、買い物支援サービス
がきっかけとなり、人と人とのつながりができて
いると実感しています」（飯島さん）
　また、今後の展望について上方さんは、「まだま
だ始まったばかりのサービスになりますので、色々
と見直さなければならない点もあると思いますが、
一歩ずつ実績を積み上げていくことで支援の輪を
広げていきたいですね。また、たとえば、茨城県
社会福祉協議会や個人ボランティアの方々にも協
力していただきながら、ゆくゆくは土浦市のみな
らず、茨城県全体で切れ目のない買い物支援を行っ
ていきたいと思っています」と語ります。
　市民の声に耳を傾けているなかで始まった民間
事業者の連携による取り組み。一人ひとりが助け
合い、そして高めあう、地域コミュニティの新し
い在り方がここにはありました。

65 歳以上の方、②ひとりで車の乗降ができる方、
③要介護認定２までの方、④現在車を所有してお
らず、公共交通機関の利用に不安がある方、⑤長
距離歩行が困難な方、⑥親族や知人の支援を受け
ることができない方などです。サービス利用希望
の方は、事前に 8つの市立中学校区毎に設置して
いる土浦市社会福祉協議会支部に連絡の上、面談
が必要となります。

買い物支援サービスの利用者さんの声

　実際に買い物支援サービスの利用者さんに話を
聞くと、さまざまな声が寄せられました。
　「それまではタクシーを使ってスーパーに行った
り、民間の業者に宅配等をお願いしていたことも
ありましたが、実際に自分でスーパーに行き、品
物を選ぶという『買い物の楽しさ』を味わえて本
当に助かっています」
　「買い物支援サービスを利用するまでは、自転車
で買い物に行っていました。雨の日は大変ですし、
水などの重いものを買うこともできませんでした。
自転車で移動中に何度か転んで怪我をしてしまっ
たこともありましたので、本当に助かっています」

買い物をきっかけに地域の輪が広がる

　また、社会福祉法人窓愛園の飯島明美副園長は、
買い物支援サービスは地域住民の方々がつながる
きっかけにもなっているといいます。
　「皆様サービスを利用していただくことで顔見知
りになって、送迎中やレジに並んでいらっしゃる

支援サポーターと一緒に買い物

メモをもとに買うものを確認

ときに近況報告をするなど、買い物支援サービス65 歳以上の方、②ひとりで車の乗降ができる方、

お話をしながら、買い物を楽しみます
お話をしながら、買い物を楽しみます

ひとりでは運べない重い水なども車に積み込みます

社会福祉法人窓愛園副園長の飯島明美さん

買い物支援サービスのお問い合わせは、
土浦市社会福祉協議会福祉のまちづくり係
☎029-821-5995まで。
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題字：清水　美由希

「大学時代は、高齢者と知的障がい者の施設に実習
に行きましたが、知的障がい者の方は感情が豊かで
皆さん素直だなと実習を通して実感しました。自分
がコミュニケーションをとった分、それに応えてく
れますし、支援を通して自分も障がい者の方もスキ
ルアップできると思い、障がい者施設への就職を決
意しました」（清水さん）
また、大学時代に福島県で東日本大震災の復興ボ
ランティアに参加した経験もあり、『人の役に立ちた
い』という気持ちがより一層強くなったそうです。
そして卒業後に現在の「ひまわり館・ひまわりキッ
ズ館」に就職し、今では 18 歳から 65 歳までの身体、
知的、精神、高次脳機能障がいの方を対象に、自立
に向けた支援を行っています。とはいえ、仕事をは
じめた当初はすべてが順風満帆ではなかったといい
ます。

社会福祉法人木犀会の「ひまわり館・ひまわりキッ
ズ館」で働く清水美由希さん。今回は子供の頃、介
護士の働く姿を見て福祉の道を志し、現在、日々笑
顔で利用者様と関わっている清水さんにお話をお伺
いしました。

輝いていた介護士の記憶

「小学生のころ、祖父を介護していた介護士の方の
働く姿を見て、『介護の仕事』に魅力を感じました」
と語るのは、社会福祉法人木犀会「ひまわり館・ひ
まわりキッズ館」で主任生活支援員として働く清水
美由希さん。この時思い描いた夢を叶えるべく、そ
の後、福祉学科のある大学に進学し、小学生から大
学生まで続けてきた柔道と両立しながら、実習やボ
ランティアを重ねたといいます。

清
し

水
み ず

美
み

由
ゆ

希
き

さん
社会福祉法人木犀会 ひまわり館・ひまわりキッズ館（笠間市）
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ずそれに応えてくれます。支援を通して利用者様が
いままで出来なかったことが出来るようになって喜
んでもらえたときがこの仕事の醍醐味だと思います。
ときには言葉では伝わらないこともありますが、そ
んなときに私がもっとも大切にしているのは『笑顔』。
中途半端な支援では利用者様に見抜かれると思いま
すし、笑顔で一人ひとりに向き合い、利用者様と楽
しみや悩みを共有・共感して、よりよい支援を目指
しています」（清水さん）
最後に福祉の道を目指している方にメッセージを
頂きました。
「福祉の道に進もうか悩んでいる方も多いと思いま
すが、『やってみたい！』という気持ちを大切にして
一歩踏み出してほしいと思いますね。また、学校の
授業で習う基礎知識も重要だと思います。基礎をき
ちんと学び、その上で向上心を持って、現場で利用
者様と一緒に成長していくのが理想ではないでしょ
うか。私も利用者様がいま以上に不安なく毎日楽し
く過ごせるように自閉症スペクトラム（ASD）につ
いて勉強していきたいと思っています！」（清水さん）
「介護士になりたい！」という幼い時に思い描いた
夢の実現に向けて、一歩一歩その階段を着実に上っ
てきた清水さん。利用者様と職員という垣根を越え
て、人と人との関わり合いを大切にするその姿は誰
よりも輝いていました。

現場で経験した支援の難しさとは？

「利用者様と関わりをもつようになるにつれて、利
用者様がいかに安全に毎日を過ごせるかという危機
管理能力の大切さやチームワークできちんと利用者
様一人ひとりに合ったプランを作成して支援を行う
重要性など、『支援の難しさ』に直面しました。とき
には、『自分の接し方が間違っているのではないか
……』と自問自答するときもありました。とにかく
あのころは日々勉強を重ねる毎日でしたね」（清水さ
ん）
就職をして３年が経ったころ、ようやく仕事にも

慣れてきたそうです。
「支援はひとりで行うものではないと実感しました
ね。利用者様はもちろんですが、ほかのスタッフを
はじめ、保護者様や協力施設のスタッフの方と密に
連携を取ることが重要だと思っています。また利用
者様が言葉でうまく説明するのが難しくて困ってい
るときに、その気持ちを理解して支えになれるよう
利用者様の立場になって考え、行動するように心が
けていますね。ときには利用者様と接するなかで、
介助時の体の動かし方は小学生から続けてきた『柔
道』の知識と経験が役立つこともあります！」（清水
さん）

福祉の仕事のやりがいとは？

「自分から積極的にコミュニケーションをとり、と
にかく利用者様と関わりを持つことで利用者様は必

福祉とは相手のサインに気づき、
笑顔で関われるかが重要
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市町
村社
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員
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ート
ーク

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!!

全国200万人
加入!!

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。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険ボランティア行事用保険ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補福祉サービス総合補償償福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補送 迎 サ ービス 補 償償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険ボランティア活動保険ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検 索

〒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。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

平成31年度

保険金額保険金額 年間保険料（１名あたり）年間保険料（１名あたり）

ケ
ガ
の
補
償

の
補
償

賠
償
責
任

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン

1,040万円 1,400万円
1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

5億円（限度額）

（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））

後遺障害保険金

入院保険金日額

特定感染症の補償

4,000円 6,000円通院保険金日額

300万円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の　
各補償金額（保険金額）に同じ

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）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保険金をお支払いする主な例

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

●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●

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。）

〈SJNK18-13568　2019.1.16 作成〉

〈引受幹事
保険会社〉

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用

怪しい？からの
うれしいご縁

境町社会福祉協議会
染野　ユミ

　水戸市社協の中崎さんから笑顔のバトンを受け取った境町社

協の染野です。

　最近、不思議なご縁に遭遇しました。

　今年２月イギリスから一通のメッセンジャーが届きました。内

容は、東京のある所に住むソメノマリコさんを探しているので、

もし彼女を知っているなら、あなたに不幸なメッセージをお願

いします（笑）と翻訳ソフト丸写しであろうメッセージ。文の最

後には、リチャードベイカーという名前とEメールアドレスが記

されていました。今の世の中どんな事件に巻き込まれるかわか

らない…慎重に…とりあえずソメノマリコさんをネットで検索して

みると…一致する方がアッサリヒット！リチャードの怪しい度は

私の中でレベルアップ（笑）マリコさんは、３・11の復興支援

でバレエのイベントを開催していた方のようで、その案内に電話

番号が記載されていて、早速電話をかけてみました。電話の向

こうから私よりも年上の上品な女性の声が。「突然失礼します。

かくかくしかじか…」驚きと共に嬉しそうな声が返ってきて、私

もホッとした気持ちに。お話を聞くと、リチャードは、イギリス

のジャズピアニストで二十数年前に日本でコンサートを開催しマ

リコさんがそのサポートをされたとか。二十年位連絡が途絶え

ていたとのこと。リチャードのメールアドレスを伝えて電話を切

りました。

　数日後、マリコさんから連絡があり、リチャードが、日本語

の勉強のために来日するとのこと。どうやら、来日に際しマリコ

さんに会いたいという思いがあり、フェイスブックで同じ苗字の

染野の私にメッセンジャーを送ってみたということだった。更に

驚くべきことが私と会いたいとのこと。

　そして、六月某日ピアノを借りられるレストランでリチャード、

マリコさんとそのご家族、私の子供や知人が集まり、ジャズを

聴きながらのランチ会を開催しました。ここでさらにご縁が広が

り、参加者の一人が運営する障害者施設でバレエをリハビリに

取り入れているとの話題が出て、マリコさんから「うちのバレエ

コンサートに施設の皆さん出てみない？」とのオファーが！更に

ご縁が広がっていく予感にワクワクしています。

　さて次は、一昨年日立の研修でご一緒した意識高い社協マン

常陸太田市社協の多賀谷さんへバトンタッチ！
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茨城県総合福祉会館

　多年にわたり社会福祉の発展に
功績のあった皆様を顕彰し，「だ
れもが その人らしく 安心して暮
らせる福祉社会」を推進する契機
として開催します。
■開催日時
　10 月 25 日（金）12 時開会
■会場
　ザ・ヒロサワ・シティ会館
＊「ザ・ヒロサワ・シティ会館」
は茨城県立県民文化センター
の通称です。

■内容
記念講演、アトラクション、式

典などを予定。

問 総務企画部
　TEL：029-241-1133

　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。
　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。
　昨年１年間で 63㎏の食品が集ま
りました。ご協力ありがとうござ
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、賞味期限が２か月以上残って
いるもの

＊生活困窮者への支援に必要な、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。

県社協の趣旨・目的にご賛同いた
だける会員の方を広く募集してお
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のために
活用させていただきます。
■会員種別
・正会員
県社協の趣旨・目的に賛同する社
会福祉施設及び社会福祉団体等
・賛助会員
県社協の趣旨・目的に賛同する個
人または団体等
■会費
　県社協の規程に従い所定の会費
を納入して頂きます。
■会員特典
①県社協が実施する「社会福祉事
業従事者研修」について、優先
的に申し込むことができます。
また、一部の研修を除いて、１
日の受講料が非会員に比べて
2,000 円安くなります。
②民間社会福祉施設職員等退職手
当支給制度に加入できます。

問 総務企画部
　TEL：029-241-1113

第69回
茨城県社会福祉大会を
開催します！

きずなBOXを
設置しています！

本会会員を
募集しています！

お知
らせ 募集募集

〒310-0851　水戸市千波町1918　TEL 029-244-4545　FAX 029-244-4548

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。
　ご来館の際の参考としてください。

昨年の大会の様子
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〒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発行者／社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会 携帯電話で読み取るだけで

簡単に「茨城県社協 HP」に
アクセスできます

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31年４月～令和元年６月　善意金などの預託と払い出し状況（敬称略）

善意金 合計1,574,119円
（株）ライズ 55円 茨城県遊技業防犯協力会 1,500,000 円
（株）ライズ 4,436 円 住友林業安全協力施工店会 水戸支部 29,628 円
旧県南地域高齢者はつらつ百人委員会 40,000 円

茨城県遊技業防犯協力会
（1,500,000 円）

旧県南地域高齢者はつらつ百人委員会
（40,000 円）

ボランティア基金 合計30,000円
野木　利三郎 30,000 円

善意品
株式会社ツルハホールディングス
クラシエホールディングス株式会社

（車いす 10台）

株式会社ツルハホールディングス
クラシエホールディングス株式会社

使用済み切手・使用済みテレホンカード等
茨城県児童館連絡協議会 富士ゼロックス茨城（株）
東京成徳大学 浅野 雄太
大和ハウス工業（株）竜ケ崎工場 （一財）茨城県社会保険協会
田宮 孝子 飯塚 剛
（社福）和風会特別養護老人ホーム秋明館 （株）ダイショー福岡本社　通信販売部
各市町村社会福祉協議会
（神栖市、筑西市、笠間市、取手市、常陸大宮市、阿見町、石岡市、かすみがうら市、八千代町、
土浦市、日立市、稲敷市、神栖市、河内町、ひたちなか市、牛久市、水戸市、東海村、城里町、
龍ケ崎市、守谷市、鉾田市、小美玉市、古河市、那珂市）

切手等の収集の
仕方について

切手収集の仕方

①切手の周囲に 5mm～10mmの余白を
取って封筒ごと切り取ってください。

②消印が残るように切り取ってください。
③封筒からはがれてしまった切手・封筒付
き切手・外国　切手に分別してください。

※レターパックライト（青 361円）、レター
パックプラス（赤 510 円）、ハガキの金
額の部分、郵便局の消印（メータースタ
ンプ）、郵便料金計器で印字されたもの
など、切手の貼っていないものは、除い
てください。

磁気カード収集の仕方

使用済み・未使用（50 度・105 度）に
分別してください。
＊社協で取り扱いのあるもの＊
裏がグレーの磁気式カード。

①テレホンカード（公衆電話で使用できる
カード）

②図書カード（日本図書普及株式会社が
発行していた書籍と引き換えられるカー
ド）

③オレンジカード（JR各社で利用できる
カード）

④ハイウェイカード（道路関係四公団が
発行していたカード）

⑤ QUOカード（コンビニエンスストア、
飲食店、ガソリンスタンド、ドラッグス
トア、書店などで使用できるカード）

＊社協で取り扱いのないもの＊
裏にQRコードがついていて、一目で

使用残高が分からないもの（図書カード
NEXTなど）

ハガキ収集の仕方

未使用、書き損じに分けた後、金額別
に分別してください。

寄附付き自販機について
　寄附付き自販機とは、購入者が寄附付き自販
機を通常通り利用するだけで、社会貢献につな
がるシステムです。売上げの一部を希望する団
体に寄附ができ、継続してその団体の活動支援
を行います。
　この度、自動販売機管理会社㈱ライズ様が特
別養護老人ホーム玉樹様に自動販売機を設置し、
売上の一部が定期的に県社協に寄附されること
になりました。

㈱ライズ
特別養護老人ホーム玉樹
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