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ふくし“きらり人。”吉田　斉　さん

社会福祉
法　　人 茨城県社会福祉協議会この広報誌は一部赤い羽根共同募金の配分を受けています。

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。
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社会福祉事業従事者のスキルアップを図るための　　　　社会福祉事業従事者研修と研修システムを紹介します
　本会では、茨城県内の社会福祉事業に従事している職員向けの研修を実施しています。事業所及び研
修受講者のニーズに合わせ、より円滑な研修受講を図るために導入した研修システムについてご紹介い
たします。

　これまでは、研修の案内・連絡や申込等をFAXで行ってきましたが、平成 30 年（2018 年）度に研修
システムを構築し、1年近くの試行期間を経て、令和元年（2019 年）度から、インターネットからの案
内や申込などを行う研修システムの運用を始めています。
　新型コロナウイルスの感染が心配された令和 2年（2020 年）度からは、動画配信やライブ配信中心の
研修に切り替えて実施しています。
　令和 4年 1月末現在、1,437 件の事業所と、9,000 名以上の職員が登録されています。

☆「研修システム」でこんなことができます☆
　●事業所単位での申込になります。（個人申込は不可。）
　●�登録するといつでも（24 時間利用可能）どこでも（職場でも出先でも自宅でも）、研修システムに

ログインして、研修を申し込むことができます。
　●�申込完了確認通知・受講決定通知・請求書発行・課題提出・修了証発行などの手続きは、すべてシ

ステムでできます。
　●�社会福祉事業従事者研修以外の事業所が独自に実施した研修も含めて、職員等の研修受講履歴を管

理することができます。（茨城県社会福祉協議会会員事業所のみ）
　●メールアドレスは、1つの事業所で 3つまで登録することができます。
　●�研修案内通知等は、登録した 3ヶ所に同時に送信されます。担当者が通知を見逃したり、誤って削

除してしまうことが防げます。
　●�職員情報を 1度登録すると、研修申し込みする度に職員情報を入力する必要がないので、毎回の受

講申込作業が簡単にできます。
　●新規研修の開催案内がメールで届きますので、研修の申し込み忘れを防ぎます。
　●�研修を申し込んだ職員個人の勤務状況に合わせて、好きな時間、好きな場所で研修動画を視聴し、

課題等を提出することも可能です。
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研修システムから修了証をダウンロード

はてな1　研修システムってなに？

事業所（組織）での人材育成を目的
とした研修として実施しています

研修受講者が、
研 修 レ ポ ー ト
を提出すると、
修 了 証 が 発 行
されます！
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　ここでは、社会福祉事業従事者が知識や技術、価値を習得できるよう、階層的、専門的に実施してい
ます。
　令和 4年度は、42 研修 48 日間程度の研修を予定しています。
　階層別（管理者・リーダー・中堅・新任職員）、専門的研修、特別研修の 3種類の研修体系で実施して
います。
　会場集合型、ライブ配信、録画配信の 3種類の研修形態で実施しているので、事業所のニーズや、職
員の働き方の多様化などにもあわせて、より参加しやすい研修内容になっております。
「茨城県社協研修システム」で検索すると、令和 4年度の研修予定一覧を確認すること
ができます。

はてな2　どんな研修をしているの？

階層別研修…階層に応じたスキルやマインドを習得する研修です。
　　　　　　�（キャリアパス研修、新任職員研修、中堅職員研修、チームリーダー研修、管理代表者研修、

看護職員研修、給食担当職員研修、保育担当職員研修等）
専 門 研 修…�専門職種別に応じた各種職員別に、多様化する福祉課題に対応し、業務上必要な専門的知

識及び技術を習得するための研修です。
　　　　　　�（会計基礎研修、コーチング研修、クレーム研修、ファシリテーション研修、アンガーマネ

ジメント研修、労務管理研修、ハラスメント研修等）
特 別 研 修…実施時期にあった内容やテーマで、参加対象者なども幅広く対象とした研修です。
　　　　　　（令和 4年度は社会福祉士実習指導者養成研修を実施します。）

〇�茨城県内の福祉事業所すべての皆様に参加いただけるように、オンライン研修を充実し、研修内での
グループワークなどのコミュニケーションや情報共有の機会を充実していきます。

〇�受講者からのレポートや、事業所アンケートのご意見などから、ニーズに基づいた研修を企画開催し
ていきますので、皆様の受講をお待ちしております。また、ご要望やご意見もお待ちしております。

お問合せ先はこちら
福祉人材・研修部　　　TEL：029-244-3755　E-mail  ：kenshu@ibaraki-welfare.or.jp

研修システムQRコード

これからの取り組み…　社会福祉事業従事者研修の充実を図ります
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　茨城県福祉人材センターでは、中学・高校生
を対象とし、福祉・介護の仕事の内容ややりがい・
魅力を伝えることを目的に「福祉キャラバン隊」
として、県内の中学校・高校を訪問しています。
本年度は、福祉の現場のことや、やりがいにつ
いて、本会で任命したふくし“きらり人。”（８
～９頁参照）と共に、累計 16 回 390 名の生徒の
皆さんに講話をさせていただきました。
　学生のうちから福祉・介護についての理解を
深め、興味を持っていただき「福祉の仕事、あ
りかも。」と思っていただけることを目標に今後
も福祉キャラバン隊を続けていきます。

無
料

　茨城県福祉人材センターは、福祉の仕事（介護や保育など）に就きたい方と、福祉施設・事業所をつなぎます。
　無資格・未経験者でもご紹介できる仕事があります。
　福祉の仕事に興味のある方は、ぜひご相談ください。

　「福祉のお仕事」ホームページ（下記ＱＲコード）
から求職登録や、求人情報の検索ができます！
　登録いただいた方には、希望にあった求人情報
をご提供します。登録、利用は無料です。

お電話でもご相談いただけます。
・どんな求人が出ているのか教えてほしい。
・仕事内容について聞きたい。
そんな方はお電話ください。

WEBで お電話で

問　茨城県福祉人材センター
　　TEL：029-244-4544

福祉のお仕事HP▶

茨城県福祉人材センター求職登録者募集中‼

福祉キャラバン隊について

令和４年度の研修の募集がはじまっています

①新任職員研修（高齢・障害・児童・保育・社協）
②接遇マナー研修

☆来年度の新規研修は、
伝える技術研修、
BCP 研修、
相談援助技術研修、
業務改善研修　　　　等々あります。順次募集しますので、お待ちください！

研修システムに事業所登録し、メールアドレスを登録していただくと、
研修案内が届きます！ぜひ、メールアドレスをご登録ください。

問　福祉人材・研修部
　　TEL：029-244-3755

QRコードはこちら

社会福祉事業従事者研修への参加お待ちしています

で検索茨城県社協　研修システム
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令和３年度社会福祉協議会トップセミナーを開催しました

　茨城県内の社会福祉協議会の役職員を対象に、「社会福祉協議会トップセミナー」を、茨城県市町村社会
福祉協議会事務局長会と本会との共催でオンラインにより開催いたしました。
　基調講演では、香川県琴平町社協の会長で、全社協地域福祉推進委員会委員長の越智和子氏から、「『琴平
社協の覚悟』から考えるこれからの社会福祉協議会について」と題して御講演いただきました。琴平町で最
期まで安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを進めてこられた実践をはじめ、「地域共生社会の実現」
は福祉分野にとどまらず、全省庁あげて取り組むべき国全体の改革のコンセプトであること、地域福祉推進
における社協の役割は、効率とスピードそして成果を求められるようになる、というお話をいただきました。
　後半は、「地域共生社会の実現に向けて～住民とともに、住民に寄り添う社協の取組み～」をテーマにシ
ンポジウムを実施し、土浦市社協、東海村社協からそれぞれの取り組みを報告いただくとともに、包括的支
援体制作りを進めるにあたっての組織内連携や、コロナ禍で見えてきた新たな地域課題への対応等について
意見交換を行いました。
　まとめとして、越智会長より「地域共生社会の実現に向けての社協の役割は、これまで社協が培ってきた
専門性と総合力をいかに発揮できるかにかかっ
ている。社協にしかできないことを実践してい
く覚悟を持つことが重要」というメッセージを
いただきました。
　私たち社協は創造力を持って地域と向き合
い、お互いに支え合う社会である「地域共生社
会」の実現に向けて地域づくりを行っていく役
割があることを改めて学ぶことができました。

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!!

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 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険

〒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　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

（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））

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

＜基本プランに加入される方へ＞
基本プランでは、地震・噴火・津波に起因する死傷は補償
されません。

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染
　症重点プラン」への加入をおすすめします。
例えば、被災地での災害ボランティア活動や当初予定していなかった
ボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめ
とした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただき
ますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラ

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

賠
償
責
任

の
補
償

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

350円 500円

通院保険金日額
特定感染症

地震・噴火・津波による死傷
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

保険金の種類
プラン

＊4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用
【新設】特定感染症

重点プラン

550円

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

令和４年度

〈SJ21-10723より抜粋して作成〉

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●



はんどちゃんネッ
トワーク運動

地域福祉活動
レポート!
令和4年1月31

日取材

地域と住民をつなぐUDワークを設立
　UDワークはつくば市在住で作業療法士の前田
亮一さんが立ち上げた、やさしいまちづくりを目
的とした団体です。前田さんは牛久市出身で、作
業療法士として東京の病院やクリニックに勤務
し、５年ほど前に地元の地域医療に関わりたいと
いう思いから、仕事のベースをつくば市に移しま
した。UDワークの活動を始めたのは、今から 10
数年前。前田さんは「当時は回復期の高齢者のリ
ハビリを担当し、家に帰ってから家族も含めて落
ち着いて暮らすためのサポートに取り組んでいま
した。そして分かったことは、家に帰るだけでは
閉じこもりの状態になり、元気がなくなっていく
ということ。家から地域に出て行くところまでサ
ポートしなくてはいけないと思い、地域と住民を
つなぐ仕掛けづくりをする団体としてUDワーク
を設立しました」と話されます。最初は東京でス
タートし、車椅子での外出や、子どもと高齢者の
交流イベントの開催などを行い、つくば市でも要
介護の方や認知症の方と一緒にお祭りに参加した
り、料理をつくって子どもたちにふるまう活動な
どを展開していました。

ような状況で、何か良い方法はないかと考えたと
きに「オンラインでのつながりづくり」を思い立っ
たそうです。そこで、第１回目の緊急事態宣言が
出た頃にクラウドファンディングを実施。35 日
間で 122 万円もの支援があり、オンラインの設備
を整えました。必要な機材を持っていない方も多
いので、タブレットをレンタルし、近隣の大学生
がボランティアで高齢者に使い方をサポート。一
番孤立しやすい一人暮らしの方、認知症の方から
レッスンをしていったそうです。「電話でサポート
して『URLをクリックして』といっても伝わりま
せん。学生から赤いボタンをつくって『ここを押
す』と書けばいい、という提案があり取り入れた
ところ、操作もスムーズになりました。学生と高
齢者の多世代交流のきっかけにもなっています」。

もっと多くの人と地域に活用してもらいたい
　「２、３か月で使えるようになる人もいますが、
高齢者にはまだ無理だという声が多く、それをど
う解決していくかが課題でした。その頃、長野県
の諏訪中央病院名誉院長の鎌田實先生が中心と
なって活動している『がんばらない介護生活を考
える会』事務局から、オンラインでの講演をサポー
トして欲しいという依頼があり、オンラインアプ
リケーションの Zoom（ズーム）を使い、高齢者
の皆さんで Zoomを練習し、鎌田先生の講演を聞
く講習会を開催しました。画面に実際に鎌田先生
が登場した時は、皆さんびっくりしていました。

オンライン交流のきっかけはコロナ禍
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出
を制限された高齢者や要介護者が孤立してしまう

いばらきの社会福祉 令和４年３月25日No.325

6

UDワーク

「オンラインでつながる、
はじめの一歩からサポート」

▲UDワーク代表
の前田　亮一さん

▲オンラインツールの使
用方法について学生ボラ

ンティアがサポート



この経験が次につながり茨城県立健康プラザの太
田仁史先生の講演もオンラインで行い、先生の話
を聞くためにと皆さんがんばりました」。
　２回目の緊急事態宣言が出た際は、家庭でも体
操ができるようにしようと、シルバーリハビリ体
操の指導者にお願いしてオンラインで体操するこ
とで、地域の活動を維持することに取り組んだそ
うです。また、その他の取り組みでは、通訳の経
験がある認知症の高齢女性が、オンラインで中学
生に英語を教えたり、つくば市社会福祉協議会が
開催するオンラインサロンで、ハードロック好き
が集まるサロンや体操などを高齢者が楽しんでい
るとのことです。「直接会うコミュニティとオン
ラインでのコミュニティがあり、その二つがうま
く交わることで高齢者の方々がもっと安心できた
り、豊かな生活を送ることができると感じていま

す。それをより一層多くの方に伝えられたらいい
と思います」と前田さん。実際に、地域で集まれ
なくなってしまった方のオンライン上での集合と
いうのが、現在の相談内容で多いとのことです。
オンラインならではのメリットを生かし、つくば
市はもとより茨城県全域、そして日本中、世界各
国で必要としている人をサポートしていくこと
が、UD ワークの目指す未来です。

オンラインの可能性を広げる拠点に
　オンラインの強みは、「外出ができない方でも、
自分が好きな時にボタンを押せばつながれるこ
と」と前田さんは話します。「できるようになるま
でには、サポーターの努力がキーポイント。オン
ラインツールの操作は自分たちがサポートをして、
UD ワークを利用される団体の方には活動に集中
してもらえる形づくりをしていきたい」というこ
とです。さらに、「生活をもっと豊かにできるとか、
災害があった時にできるだけ早く情報や助けを求
めることができる、というオンラインの可能性や
特性を生かしながら取り組んでいきたい」と話し
ていました。
　前田さんはこれからの取り組みについて、「２月
１日からは法人化し、つくば市の文部科学省研究交
流センターに拠点を設けます。『UD ワークオンライ
ン＆ヘルスケアステーション』として、オンライン
による交流や在宅での健康づくりを推進していく方
向です。オンラインを実際に体験したり、健康チェッ
クスペースを設け、ここから配信やスマートフォン
を使うお手伝いをしたり、団体の方に集まっていた
だいて体験会をする、そんな発信基地づくりを準備
が整い次第行なっていきます」と意欲的です。

活動の御紹介はこちら
UDワークHP：http://www.eventcanvas.jp/corp.html
　はじめてのオンライン講座（週１回）、またオンライ
ン健康づくり「オンリハ」（週２回）をスタートします。
さらに６月には、本格的にオンラインスクールをスター
トしますので、ぜひご参加ください。

いばらきの社会福祉令和４年３月25日 No.325
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▲オンラインサロン運
営方法を学ぶレッスン

の様子

▲タブレットを使用したオンラインツールの操作練習の様子

▲画面越しでもお互いの様子
が分かるオンライン体操

株式会社ＵＤワーク設立
のお知らせ

info@eventcanvas.jp

070-3195-7630

〒305-0032
茨城県つくば市竹園

２丁目２０−５
文部科学省
研究交流センター３階

https://eventcanvas.jp

/corp.html

株式会社UDワークを令和4年2月1日に設立をしました。

超高齢社会において環境
変化はますます早くなり

、暮らし

への影響も大きくなって
きます。「自分らしさ、

暮らしや

すさ」を実現するサービ
スを提供します。

デジタル活用にて「離れ
てもつながる」を実現し

、孤立を

防止します。オンライン
コミュニティと繋がるこ

とで交流

や健康、仕事など生活を
豊かにします。それはタ

ブレット

をひとつ手元に置くこと
で、どこにいても繋がる

ことがで

きます。

デジタル活用にて安心や
豊かな生活をお届けしま

す。

どうぞよろしくお願いい
たします。

代表取締役 前田亮一

つ
な
が
る

デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
フ

活動の御紹介はこちら

070-3195-7630

Online Helthcare

ZOOM LINE

2
ZOOM LINE

info@eventcanvas.jp
UD

2-20-5
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斉
ひとし

さん
社会福祉法人　征峯会　特別養護老人ホームしらとり

　今回のふくし“きらり人。”は、筑西市にある特
別養護老人ホームしらとりで、次長兼介護支援専門
員としてやりがいのある日々を送る吉田斉さんにご
登場いただきました。吉田さんは取手市（旧藤代町）
の出身、水戸市の大学で福祉を学び、卒業した平成
17 年に社会福祉法人征峯会に入職。障がい者施設
の運営が主だった同法人がその年に、高齢者施設の
運営をスタートさせ、介護の仕事は未経験だったと
いう吉田さんは、特別養護老人ホームとデイサービ
スの現場を７年ほど経験し、地域包括支援センター
で２年経験しました。相談員の仕事や福祉の仕事の
魅力、今後の目標をお聞きしました。

きっかけは、祖父が大好きだったから
　吉田さんが福祉の道に進んだのは、高校卒業後

の進路を決める際に「大好きな祖父のために何か
できないか」と思ったことが、きっかけだったそ
うです。福祉の道を歩み始めた吉田さんですが、

「社会人になって３年目に祖父は亡くなり、世話を
してあげられなかったので、祖父の分まで利用者
さんに尽くしたいと思っています」とのこと。学
生時代に実習に行ったのは障がい者施設で、高齢
者施設の現場は未経験のまま飛び込んだ吉田さん。

「普通に生活していると見えにくい仕事ですが、実
際に働き始めると、まず第一にいろいろな人がい
ることに気づきました。認知症状も人それぞれ、
身体の状態も人それぞれ、どこからどうやって手
をつけたらいいかもわからず、周りの人に教わり
ながら、少しずつ取り組んでいきました」と、新
人時代を振り返ります。当時、現場でやりがいを
感じたのは、「入居者やデイサービスの利用者さん

いばらきの社会福祉 令和４年３月25日No.325
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に感謝され、喜んでもらえた時」とのことです。

いろんな人と“つながれる”ことが福祉の仕事の魅力
　現在の仕事は、入居者支援のベースとなるケア
プランの作成を主に担当していますが、生活相談
員としての役割もあり、入居者の家族からの相談
を受けたり、入居を希望する人への対応など様々
です。「相談には、急に家族の介護を必要とし、ど
うしたらいいのかわからない状況で来るので、そ
の時にアドバイスすることでほっとしてもらえる
とうれしいです」。それぞれの家族の悩みに合った
解決策を提案し役に立つことが、現在のやりがい
になっているそうです。吉田さんにとって福祉の
仕事の魅力は、「いろんなご縁があって人と人が、

“つながれる”のはこの仕事ならでは。私自身人が
好きで、いろんな人と“つながれる”ことに喜び
を感じます。そうしたつながりをどんどん広げら
れることも、福祉の仕事の魅力です」と話してく
れました。

ネットワークを広げ、仲間を増やしていきたい
　今後の目標は、「人と人とのネットワークをさら
に広げていくことです。それによって自分も成長
できるし、相手の役に立つこともできます」とい
う吉田さん。平成 30 年から地域包括支援センター
の仕事に関わったことが、同業者と交流する機会
があり良い経験になったそうです。また、同施設
は、個室と共同生活室で構成されるユニット単位
で、高齢者の個別ケアを実現するユニットケアが
特色です。一般社団法人全国個室ユニット型施設
推進協議会の勉強会にも参加し、情報交換を行っ
ています。「それぞれの施設の特色を生かし、自分
たちにできることを試行錯誤しながら取り組んで
いることはとても刺激になります。例えば、家で

使っていた食器を持ってきてもらって、なじみの
食器で食事をする試みがありました。認知症の人
でも自分のものだと認識ができ、食事を楽しんで
もらえると聞いて、これはいいなと思い取り入れ
ました」。全国にユニットケアの仲間を増やしてい
くことも目標です。

人が好きなことがまず第一条件
　福祉の仕事はどういう人に向いているかをたず
ねると、「人が好きなことがまず第一条件、この人
のために何をしたらもっと良くなるのかを考えて
行動することが、良い支援につながるので、人が
好きであってほしい。年齢はあまり関係ありませ
ん。中途で入職した人も、今までの経験や価値観
が生かされることがきっとあります」という答え
でした。福祉の仕事を検討中の方は、「人と人とが
つながれる本当に魅力的な職場だと思います。一
人で仕事をすることがあまりなく、チームで関わっ
ていけることが強みです。誰かがサポートしてく
れる環境があるので、不安なくやっていけます」
というメッセージをいただきました。「福祉は人と
して成長していける職場であることを伝えたい」
と言う「きらり人。」の吉田さんです。

いばらきの社会福祉令和４年３月25日 No.325
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福祉は人と人、
いろんなご縁があってつながれる仕事。
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　今回は、アメリカ生まれの「ディスクゴルフ」とフライングディスクを使用する「ターゲットディスクゴルフ」
を紹介します。

〔ディスクゴルフ〕
　 ゴ ルフに 似 たス
ポ ー ツ で、 ゴ ル フ
ボールの代わりにフ
ライングディスクを
使用し、バスケット
型の専用ゴールに何
投で投げ入れられる
かを競うスポーツで
す。年齢を問わずだれでも手軽に楽しめ、また、トー
ナメントプロの活躍も見られるなど、競技としてもス
ポーツ性が高く、欧米を中心にプレーされています。
　ディスクは、直径 21cm、重さ 150g ほどでプラス
チックの材料でつくられています。投げ方は自由で
すが、バックハンドスローが一般的です。障害物な
どの状況に合わせてカーブさせたりします。スナッ
プをきかせ、十分に回転させることが安定して正確
に飛ばすコツとなります。ゲームは、ゴルフと同じ
ように進めていきます。
　県内には、自然の地形を生かし変化に富んだ専用
の常設コースがあります。近くに常設コースがない
場合には、移動式ゴールを使ってオリジナルのコー
スを設定して楽しむこともできます。ソフトディス
クを使って体育館などに設定することもできます。

楽しいニュースポーツ
「ディスクゴルフ」と「ターゲットディスクゴルフ」

協力・文　茨城県ニュースポーツ協会
会長　介川　文雄

〔ターゲットディスクゴルフ〕
　ターゲットディス
クゴルフは、ディス
クゴルフのゴール、
得点パネル型やフー
プ型のディスゲッ
ターを使うゲームで
す。ここでは、得点
パネル型のターゲッ
トディスクゴルフを紹介します。柔らかいソフト
ディスクを投げ、ディスゲッターの得点パネルをど
れだけ抜けるかを競います。小学生には人気の高い
ゲームです。投げる距離は、小学生で３～５ｍ、一
般で６～８ｍ程度で設定します。人数などに合わせ
て、１人で投げる枚数を決め、抜いたパネルの得点
の合計を競ったり、チーム対抗で全部のパネルを抜
く速さを競ったり、あるいはビンゴゲームを取り入
れるなど、様々なゲームの仕方が考えられる楽しい
ゲームです。

用具の貸出しについて
問　茨城わくわくセンター　TEL：029-243-8989

第 26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 /ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあちゃんの絵コンクール
　第 26 回茨城県健康福祉祭いばらきねんりん文
化祭が２月 26 日（土）から３月３日（木）まで
水戸市のザ・ヒロサワ・シティ会館で開催され
ました。
　「わくわく美術展」は、日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真の６部門で構成され、どの部門
も個性溢れる力作が会場を彩りました。今回県
知事賞を受賞した作品は、11 月 12 日から 11 月
15 日まで開催される全国健康福祉祭「ねんりん
ピックかながわ 2022」の本県代表作品として出
品する予定です。
　また、「ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあ
ちゃんの絵コンクール」では入賞作品 41 点が展
示され、会場は、おじいちゃんおばあちゃんが
生き生きと表現された作品で、一段と和やかな
雰囲気となりました。

部　門 氏　名 題　名
日本画 國友　正善 霧晴れて
日本画 荻沼　まさ子 春宵
洋画 田村　洋子 希望Ⅲ
洋画 鄭　春子 熟成を待つ
彫刻 関根　幸雄 青年
工芸 伊藤　宣子 夢みるランプ
工芸 細谷　隆 白亜の花器
書 小島　香風（優子） 西津夜泊
書 中山　敏陽（敏江） 写経
写真 林　昭 クライマックス
写真 佐藤　武美 霧の香

低学年 羽田　穂乃葉 おばあちゃんのカレーは
せかい一

中学年 津田　実慧 ばあちゃんおいしくできたね
ありがとう

高学年 長谷川　志哉 猫とおばあちゃん

茨城県知事賞受賞者 （敬称略）
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　近年、全国的に大規模かつ多様な自然災害が多発しており、茨城県沖での地震や首都直下地震などの巨大地震の
発生リスクも年々高まっています。
　規模の大きな災害発生時は、被災地の社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置し、被災地の支援活動
を行いますが、ボランティアの送迎や資機材を積載するトラック等の車両の確保が課題となっています。
　そこで、茨城県自動車販売店協会と本会との間において、災害発生時に車両の不足が要因となり、被災地の支援
活動に遅れることのないよう、また、災害ボランティアセンターの円滑な運営の
ため、「災害時における車両等の提供に関する協定」を令和 3年 12 月 21 日に締
結しました。
【提供いただく車両等】
・災害VCから活動場所までのボランティア等の移動用の車両
・ボランティア活動のための一輪車・スコップ等の資機材の運搬用の車両
・災害VC等における応急電源としての外部給電用の車両
・外部給電車両からの外部給電に必要な機器

近年、多発する自然災害において、お年寄りの方や障がいを持った方など配慮が必要な方（以下、「要配慮者」という。）
に対して、避難生活中に必要な支援が行われず、生活機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害が生じる場合があります。
　そこで、避難生活終了後、安定的な日常生活へと円滑に移行するためには、避難生活の早期の段階から、福祉ニー
ズを的確に把握するとともに、可能な限りそのニーズに対応し、必要な支援を行うことが求められています。
　茨城県においては、大規模災害の発生時に避難所等における要配慮者への福祉支
援を円滑に実施するため、令和２年２月４日に茨城県（以下、「県」という。）、本会、
福祉関係14団体（現在は15団体）による「茨城県災害福祉支援ネットワーク（以下、「ネ
ットワーク」という。）」が設立され、茨城版DWATである「茨城県災害派遣福祉チ
ーム（以下、「いばらきDWAT」という。）」の派遣に関する基本協定を締結しました。
　本会は、平時におけるチーム員の登録や養成等を行い、県は、発災時にネットワ
ークを通じてチーム員の派遣要請等を行います。チームの派遣は、必要とされる支
援を想定し、１チーム５名程度で編成を行い、概ね１ヶ月間行われます。
　現在、いばらきDWATでは 90 名のチーム員が登録しています。今後は、新たな
チーム員の登録に加え、発災後に要配慮者の福祉ニーズや被災地のインフラ等の状
況把握を行う先遣隊や、派遣チームのリーダーとなる人材の養成が課題となってい
ます。
　大規模災害の発生に備え、引き続き支援体制の整備に努めてまいりますので、福
祉関係団体の皆様には、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

　DWAT（Disaster Welfare Assistance Team）とは・・・
　災害時における二次被害を防ぐため、避難所等において、配慮が必要な方々に対して福祉支援を行う、社
会福祉士や介護福祉士、看護師などで構成された専門職チームです。

●● 令和 4 年度 経営改善支援研修会開催のお知らせ
期　日　令和４年５月 24 日（火）
時　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分（予定）
場　所　茨城県総合福祉会館１階 コミュニティホール
　　　　（集合研修の場合）
形　式　集合研修またはオンライン配信

講　師　ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社
　　　　代表取締役　谷本　正徳氏
テーマ　「社会福祉法人を取り巻く動向・諸課題について」（仮題）
共　催　茨城県社会福祉法人経営者協議会

問　福祉事業部　TEL：029-244-3147

令和３年度チーム員登録研修の様子

【災害時における車両等の提供に関する協定を締結しました】

茨城県内における災害福祉支援ネットワーク体制の整備について



〒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　https://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

わかち合おうみんなの善意 <令和３年10月～令和３年12月善意金等の預託と払い出し状況>（敬称略）

（一社）日本自動車販売協会連合会茨城県支部 水戸ヤクルト販売（株）・古河ヤクルト販売（株）

天台宗茨城仏教青年会 ㈱セブン - イレブン・ジャパン 常陽ボランティア倶楽部
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預託者名
伊藤　本子 佐藤　智子 加藤　隆雄
ムラセファーム （福）和風会 水戸エンジニアリングサービス社員協議会
㈱関根工務店 及川　千恵子 竹内　正俊
茨城平和大使協議会 （一社）茨城県バス協会 ㈱田宮
田原　純子 ときわの杜保育園 けやき台保育園
社会貢献クラブ～すみれ～ 齋藤　尚美 プリマハム㈱茨城工場
大久保　竜助 ㈱かんぽ生命茨城支店 クレハ錦建設㈱関東支社
茨城県保健福祉部長寿福祉推進課、健康・地域ケア推進課
北茨城市、かすみがうら市、水戸市、ひたちなか市、土浦市、筑西市、小美玉市、守谷市、石岡市、神栖市、城里町、
常陸大宮市、牛久市、茨城町、常総市、笠間市、龍ケ崎市、常陸太田市の各社会福祉協議会

使用済み切手・使用済みテレホンカード等

預託者名 善意品 払出先名

天台宗茨城仏教青年会 食料品・日用品等（お供え物一式）437点 下妻市、笠間市、那珂市、小美玉市、
東海村の各社会福祉協議会

（公財）報知社会福祉事業団 報知ジャイアンツカレンダー　10部 県社協

常陽ボランティア倶楽部 非接触検温器タブレット型
サーマルカメラスタンドセット　1台 県社協

（株）セブン -イレブン・ジャパン

食料品 東海村社会福祉協議会
食料品・日用品（フードドライブ） 下妻市社会福祉協議会

食料品・日用品 北茨城市、河内町、つくばみらい市、
高萩市、利根町の各社会福祉協議会

善意品

交通遺児福祉基金

預託者名 金額（円）
（一社）日本自動車販売協会連合会茨城県支部 1,000,000

合計 1,000,000

善意金

預託者名 金額（円） 預託者名 金額（円）
丸大食品（株） 7,301 水戸ヤクルト販売（株） 150,000
水戸エンジニアリングサービス社員協議会 11,687 古河ヤクルト販売（株） 100,000
清水　敏孝・真美 1,000,000（株）ライズ 3,602

合計　　1,272,590




