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平成26年度北茨城市社会福祉協議会が実施する主な事業平成26年度北茨城市社会福祉協議会が実施する主な事業平成26年度北茨城市社会福祉協議会が実施する主な事業

１．法人運営事業
　地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めま
す。
○理事会・評議員会の適正な開催
○市、県社協及び関係機関との連携強化
○職員の資質向上、資格取得を図るための各種研修会への派遣

２．地域福祉推進事業
　地域に対する市民の意識啓発および福祉活動への参加促進を図ります。
○関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進
○地域福祉を考える集いの開催
○社会福祉大会の開催
○小地域における防犯・防災活動の推進
○心配ごと相談事業（南部、北部）の実施
○地域福祉活動計画の実施
○本会ホームページの充実

３．生きがい対策事業
　介護予防・地域支え合いの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を
実施します。
○高齢者の生きがいと健康づくり事業の開催
○配食サービス事業の実施
○高齢者ふれあいいきいきサロン活動の推進

４．ボランティア活動事業
　ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図り
ます。
○ボランティア・市民活動センターの活動強化および充実
○ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催
○福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出しおよび講師の派遣
○小地域子育てサロン活動の推進
○防災ボランティアの養成

５．共同募金配分金事業
　県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進します。
○老人福祉活動の推進
○障がい児・者福祉活動の推進
○児童・青少年福祉活動の推進
○母子・父子福祉活動の推進
○ボランティア活動の育成
○歳末たすけあい配分事業の推進
○共同募金運動への協力

６．心身障害者福祉センター管理運営事業
　利用者の障害特性と家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用
者一人一人にあった社会適応訓練等を実施します。
○心身障害者第一福祉センター　華川町臼場
○心身障害者第二福祉センター　華川町下小津田

７．在宅福祉サービスセンター事業
　市民相互の助け合い活動や子育て支援の推進を図ります。
○在宅福祉サービスセンター事業
○ファミリー・サポート・センター事業
○中郷子どもの家子育て支援事業

８．老人福祉センター管理運営事業
　地域に開かれた施設を基本とし、利用者の利便性を考慮した小地域での
事業展開に努めながら、高齢者の各種活動を支援します。
○老人福祉センター「ライト」　華川町臼場

９．地域ケアシステム推進事業
　支援を要する市民に対し、保健・福祉・医療など各種サービスを効果的
に連携させながら提供していくことにより、地域ケア体制の構築を進めま
す。

10．通所介護事業・生きがい活動支援通所事業
　居宅サービス計画に基づき、心身機能の維持・向上のため、生活相談・
機能訓練、その他必要なサービスを提供します。
　また、要介護状態区分が「非該当」（自立）と認定された方や概ね65
歳以上の虚弱な方などを対象に、日常動作訓練、趣味活動（生きがい活
動）等の各種サービスを提供します。

11．居宅介護等事業・生活管理指導員派遣事業
　居宅サービス計画に基づき、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排
泄及び食事等の介護、その他の生活全般にわたり援助を行います。
　また、要介護状態区分が「非該当」（自立）と認定された方や概ね65
歳以上の虚弱な方などを対象に、自宅に指導員を派遣し、日常生活に関す
る支援及び指導、家事に対する支援及び指導などのサービスを提供しま
す。

12．訪問入浴事業
　居宅サービス計画に基づき、訪問入浴車により自宅へ訪問し、清潔保
持・心身機能の維持のため、入浴サービスを提供します。

13．居宅介護支援事業
　要介護認定を受けた方が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう、介護支援専門員（ケアマネージャー）が、関係機
関・サービス事業者と連携し、適切な居宅サービス計画を作成します。

14．障害者居宅支援事業
　障がい児・者の自立した地域生活支援を目的に、障害者総合支援法に基
づく介護サービスを実施します。
○障害者居宅介護事業
○相談支援事業
○障害者訪問入浴介護事業
○生活支援事業
＊障がい者サロンの運営や、障がい者に対する理解促進のための講
座等の開催

○基準該当障害福祉サービス事業

15．在宅介護支援センター事業
　在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地
域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行います。

16．日常生活自立支援事業
　認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方
に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行いま
す。

平成26年度　収入・支出予算

計　249,567千円
収　入

計　249,567千円
支　出

会　費
5,250千円
2.10％ 寄付金

1,360千円
0.54％

補助金
24,452千円
9.80％

受託金
61,440千円
24.62％

介護保険収入
71,631千円
28.70％

居宅介護
15,067千円

訪問入浴
10,500千円
居宅介護支援
14,990千円

通所介護
31,074千円

障害福祉サービス等収入
76,920千円
30.82％

その他の収入
（事業収入・受取利息配当金収入・その他の収入・貸付事業収入）

8,242千円
3.30％

前期末支払資金残額
272千円
0.11％

法人運営事業
13,922千円
5.6％

地域福祉推進事業
17,263千円
6.9％

生きがい対策事業
46,364千円
18.6％

ボランティア
活動事業
1,530千円
0.6％

共同募金配分金事業
12,504千円
5.0％

在宅福祉サービスセンター事業
8,073千円
3.2％

介護保険事業
70,032千円
28.1％

居宅介護
15,744千円

訪問入浴
10,418千円
居宅介護支援
13,553千円

通所介護
30,317千円

障害者居宅支援事業
73,887千円
29.6％

在宅介護支援センター事業
4,809千円
1.9％

日常生活自立支援事業
1,183千円
0.5％
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まずは下記までご相談下さい。

※当日、雨天の場合、屋外の作業は対応できない場合があります。

北茨城市社会福祉協議会　ボランティア・市民活動センター
TEL:42－0782　FAX:42－7666（担当　大友（英）・根本）

平成26年7月6日㈰（申し込みは5月23日㈮まで）実施日

問い
合わせ先

◎建築職組合とは住宅に関わるすべての職種の方で構成されています。

軽度な住宅修繕のお手伝いをします

子育てふれあいサロンのご案内
～親子が集える「居場所」です～

高齢者の独居世帯や老々世帯及び障害者世帯を優先に一般の方も募集いたします。
※ただし、30件で締切りますが、高齢者の独居世帯や老々世帯及び障害者世帯を最優先に
　対応いたしますので応募多数の場合、一般の方はお断りさせていただく場合があります。

北茨城市建築職組合とその青年部会員が、ボランティア活動により、住宅に関わる修繕のお手伝いをします。

ドアのカギやノブの調子がわるい。窓、ふすま、障子の建てつけがわるい。水道のパッキンの状態
がわるい。雨どいがこわれている（一階のみ対応可）。電気の配線が心配。など
※屋根瓦、二階雨どい等の高所作業はお受けできません。
※生活する際に支障がある家屋。
※カーポートや倉庫等生活する際に支障がない個所は不可。
※介護保険の住宅修繕や軽度生活援助事業以外の修繕。
★材料費は依頼者負担で、軽作業に限らせていただきます。
★下見をさせていただきボランティア活動の範囲でできるかを建築職組合の方たちが判断
　し、お断りさせていただく場合があります。
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と
で
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り
で
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子育てサロンって？
子育て中の親子が気軽に集い、遊びに来るところです。お子さん同士で遊んだり、同じ子育て中のお母
さん方がおしゃべりを楽しんだりしています。お子さんの遊びを見ながら、育児で困っていることなど
をお互いに話し、育児の情報を交換している中で、親子共に沢山の友だちの輪が広がります。市内３か
所の「子育てサロン」がありますので、いつでもお気軽に遊びに来てください。

老人福祉センター
毎月第２月曜日
老人福祉センター
毎月第２月曜日
老人福祉センター
毎月第２月曜日

■対　象：市内在住の０歳から未就学児のお子さんと保護者
■参加費：50円（１家族）
■時　間：10時から正午まで
■内　容：手遊び・歌遊び・親子体操・お話や制作
★季節に応じた制作（鯉のぼりや七五三袋等）をしたり、
　８月は夏祭り、12月にはクリスマス会と楽しいイベント
　も開催いたします。参加費から毎回おやつを用意します。

例えば

クリスマス会の様子 夏祭りの様子

■お問合せ：北茨城市社会福祉協議会　TEL 0293-42-0782　担当／神白

七つの子
大津子どもの家
毎月第３木曜日
大津子どもの家
毎月第３木曜日
大津子どもの家
毎月第３木曜日

ひまわり
関本多目的集会所
毎月第４火曜日
関本多目的集会所
毎月第４火曜日
関本多目的集会所
毎月第４火曜日

いちご畑
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　次の方々より温かいご寄付がありました。寄付されました方々のご趣旨に添うよう、各種の福祉事業費として
使わせていただいております。ここに紹介して厚くお礼申し上げます。 （平成26年2月1日～平成26年3月31日）

物品寄付者芳名簿（敬称略）物品寄付者芳名簿（敬称略）物品寄付者芳名簿（敬称略）
プ　　　ル　　　タ　　　ブ使用済み切手・カード・インクジェットカートリッジ

そ　　　　　の　　　　　他

氏　　　名氏　　　名 金額 金額

北茨城グラウンドゴルフ友好会
みのりグループ（中郷）
弥生会大塚支部
佐々木　美　沙（２回）
山　名　幾　代
矢　代
上小津田第一
匿　　　　　名（関本中）
石　井　正之助
精 華 小 学 校
橋　本　柊　人
ボランティアこだまグループ
㈱ 丹 工 務 店
しゃくなげグループ
タ ン ポ ポ 畑
鈴　木　八重子
おまた　すみと
上　杉　清　榮
深　谷　みよ子
滑　川　聖　清
磯原郷英高校JRC部
ニッソーファイン㈱磯原工場
富士ヶ丘小学校

山　越　ありさ（４回）
遠　藤　武　久（２回）
長　瀬　ツル子
退職公務員連盟
泉　　　満　代（２回）
大　野　京　子
篠　原　法　雄
戸　羽　　　盛
磯 原 福 寿 会
佐　藤　孝　子
豊川町稲荷神社
舟　生　和　己
汐見ヶ丘寿楽会（２回）
下　川　愛之助（４回）
ボーイスカウト北茨城第一団
齊　木　清　美（２回）
前　田　　　稔
シオン・メリッサ美容室
丸　　　　　作
谷　　　愛　子
北町ハッピーサロン
上相田昭友会
小　高　うすえ
匿　　　　　名

長　瀬　ツル子
汐見ヶ丘寿楽会
齊　木　清　美（２回）
五浦観光ボランティアグループ

鈴　木　三　雄
泉　　　満　代
㈱ 丹 工 務 店
しゃくなげグループ

退職公務員連盟（タオル25本）
匿　　　　　名（大人用紙オムツ）
匿　　　　　名
　　（未使用ポータブルトイレ）
金　成　ナミ子（紙折箱３回）
金　成　ナミ子（ぞうきん）
清　水　な　つ（紙折箱）

石　貝　マキ子（雑巾100枚）
柴　田　泰　子（紙折箱）
匿　　　　　名（未使用ハガキ80枚）
山　田　　　清（雑巾）
㈱丹株工務店（タオル）
鈴　木　八重子（大人用紙オムツ）
鈴　木　八重子（タオル）

寺　田　由　幸
ふれあい教室
白　鳥　ひさじ
下　川　愛之助

2,000円
1円

10,000円
3,508円

小　高　うすえ
事務所募金箱
しゃくなげグループ
石 岡 小 学 校

1,710円
10,760円
214円
9円

寄付者芳名簿（敬称略）寄付者芳名簿（敬称略）寄付者芳名簿（敬称略）

三世代の集い（ハイキング）実施について三世代の集い（ハイキング）実施について 生きがい講座「絵手紙講座」
募集について

生きがい講座「絵手紙講座」
募集について１．日　　時　平成26年６月14日㈯

２．場　　所　群馬県・栃木県　草木ダム周辺ハイキング及び足尾銅山散策
　　　　　　　※雨天決行
３．交　　通　大型観光バス４台
４．日　　程

　
５．募集人員　高齢者を中心に160名（幼児は参加できません）
６．参加資格　市内に居住する方、又は、市内事業所に勤務する方とその家族
７．参加費用　※下記の金額を当日集めます。

大人：4,000円　子供：2,000円(中学生まで)
　　　　　　　※昼食代を含む
８．申込み方法　往復ハガキ１枚に参加者の氏名、年齢、住所、電話番号、

バス乗車場所（老人福祉センターライト、大津港駅）を
記入のうえ、お申込み下さい。
※なお、ハガキ１枚で申込める人数は、家族単位もしくは
友人単位最大５名となります。但し、申込み多数の場合
は、抽選となりますのでご了承下さい。

９．申込み締切　平成26年５月23日㈮必着
10．申込み先　〒319-1542　北茨城市磯原町本町2-4-16

北茨城市社会福祉協議会
TEL 42－0782　担当／根本、大友

１．日　　時　平成26年6月4日㈬・18日㈬
　　　　　　　7月2日㈬・16日㈬　（計4回）
２．場　　所　北茨城市老人福祉センター

「ライト」
３．講　　師　伊藤　貞子 氏
４．内　　容　季節の絵手紙を書く
５．募集人員　20名
６．材 料 費　300円（絵手紙用はがき）
７．用意するもの　古新聞、

描きたいもの（花・野菜・人形など）
８．参加資格　市内の60歳以上の方
９．申込み方法　往復はがきの往面に

氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話
番号を記入のうえ、お申込み下
さい
※応募者多数の場合は抽選とな
　ります

10．申込み締切　平成26年5月27日㈫必着
11．申込み先　〒319-1535　

北茨城市華川町臼場187-74
北茨城市社会福祉協議会
老人福祉センター「ライト」
TEL 43－5361
FAX 43－5395　
担当／篠原

6：00
6：30

10：30

11：40
12：40
13：00
14：30
18：00

大津港駅出発
「ライト」出発
草木ドライブイン到着
①富弘美術館・②草木ダムハイキング
草木ドライブインにて昼食
出発
足尾銅山見学
出発
ライト・大津港駅到着、解散
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