
　平成28年４月14日の熊本県熊本地方を震源とする地震により県内
各地において人的被害をはじめ家屋の倒壊等甚大な被害が発生し、
熊本県の全市町村に災害救助法が適用されました。
　茨城県共同募金会北茨城市会では、被災された方々を支援するた
め、義援金の募集を行うこととなりました。
　お預りした義援金は、茨城県共同募金会へ全額送金いたします。
　皆様の温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

平成28年熊本地震義援金
ご協力のお願い

取　扱　場　所

義援金の受付
北茨城市社会福祉協議会（北茨城市地域福祉交流センター）
平成28年6月30日㈭まで（義援金のみ取り扱います。）
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平成28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
　利用者の障がい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、知的がい害者、精神がい害者などで、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。

17．在宅医療・介護連携推進事業
　医療と介護の両方を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを続けることができるように、地域の医師会等と連携しつつ
在宅医療・介護連携の推進に努めます。

平成28年度　収入・支出予算

計　266,873千円
収　入

計　266,873千円
支　出

会　費
4,619千円
1.73％ 寄付金

1,360千円
0.51％

補助金
24,374千円
9.13％

受託金
81,530千円
30.55％

介護保険収入
70,215千円
26.31％

居宅介護
12,853千円

訪問入浴
11,018千円
居宅介護支援
16,554千円

通所介護
29,790千円

障害福祉サービス等収入
74,470千円
27.91％

その他の収入
8,229千円
3.08％

前期末支払資金残額
2,076千円
0.78％

法人運営事業
17,719千円
6.6％

地域福祉推進事業
14,609千円
5.5％

生きがい対策事業
47,968千円
18.0％

ボランティア
活動事業
1,779千円
0.6％

共同募金配分金事業
11,359千円
4.3％

在宅福祉サービスセンター事業
10,841千円
4.1％

介護保険事業
85,037千円
31.9％

居宅介護
13,509千円

在宅医療・介護
連携推進事業
15,000千円訪問入浴

10,361千円

居宅介護支援
16,845千円

通所介護
29,322千円

障害者居宅支援事業
70,786千円
26.5％

在宅介護支援センター事業
5,045千円
1.9％

日常生活自立支援事業
1,730千円
0.6％
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北茨城市社会福祉協議会支部の活動紹介北茨城市社会福祉協議会支部の活動紹介

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～

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２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
毎月第４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。
■お問合せ：北茨城市社会福祉協議会

TEL 42－0782　担当／神白

七
つ
の
子

大津子どもの家
毎月第３木曜日

ひ
ま
わ
り

みんな

あつま
れ！！

社協支部は福祉のまちづくりの主役です。
　北茨城市社会福祉協議会では、市内町単位で７支部を設置し、地域に応じた福祉推進
事業を行っております。今年度実施した事業の一部をご紹介します。

　３月10日㈭地域福祉交流センターにおいて、「福祉」について考え・学んでもらうきっかけづ
くりとして、「車イス体験」「インスタントシニア体験」「アイマスク体験」を行いました。
　この体験を通じて、知識と技術を習得すると同時に、相手を思いやる心や、　地域で助け合う
ことなどについて改めて感じられた様子でした。

　北茨城市の魅力を広げる、花園観光ガイドグ
ループが結成されて、10年になります。今回、
新たなグループ員を広げるために、以下の要領
で「観光ガイド養成講座」を行います。
・北茨城市を愛し、その魅力を広げたいと考え
ておられる方
・北茨城市の歴史を学び、その魅力を広げたい方
・北茨城市の山を愛し、緑の中を散策するのが
好きな方
の参加を待っています。
■花園観光ガイドグループは
毎月の定例会で学習と研修を行います
花園神社・花園渓谷等の魅力を伝えるガイド
活動を行います
■ガイド養成講座の第1回は
「初夏の7つの滝を歩きませんか！」の企画から
スタートします。
※日時：5月14日㈯ 午前9時45分集合
　　　　　　　　 午後2時解散予定
※用意する物：昼食・雨具・山歩きに適した靴
※申し込み：社会福祉協議会☎42－0782
■備考：申し込みは、先着5名とさせていただきます。

中郷支部◆大人が学ぶ福祉体験学習

花園観光ガイド
養成講座
に参加しませんか！
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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28年2月1日～平成28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・封筒

そ　　　　　の　　　　　他

氏　　　名氏　　　名 金額 金額

匿　　　名（9回）
大友　一水
五浦ガイドグループ
汐見ヶ丘寿楽会
熊倉　義行
山越ありさ（3回）
平潟復興住宅1号棟
上相田昭友会
堀江　德子
みのりグループ（中郷）（2回）
さつきふれあい電話
㈱高山建設社員一同
根本　千代
カトウユミコ
木皿白寿会
馬上　一郎
七海　宮子
退職公務員連盟
ボーイスカウト北茨城第一団

㈲芳賀商店
㈱茨城技研
齊木　清美（2回）
大津おはよう館
武田　藤夫
おまたすみと
古澤奈々枝、お友達
磯貝　洋子
泉　　満代（2回）
弥生会大塚支部
北茨城グラウンドゴルフ友好会
絵手紙スズラン会
石井正之助
JX日鉱日石金属㈱
五浦椿会 高橋りせ
五浦椿会 伊藤貴子
小成　隆夫
絹子・M
星　　フミ

からむし元気サロン
山県　　力
鈴木　和子
富士ケ丘小学校
かたつむり
八　年　会
上小津田第一高齢者クラブ
神岡団地３号棟
笹山　篤生
堀　川　屋
ひまわり荘
汐見ヶ丘ボランティアグループ
吉田　範子
磯原福寿会
シオン・メリッサ美容室
神岡上睦会
沼倉スミ子
大沼久美子
武内美知子

匿　　　　　名（5回）
平潟水産加工業協同組合
汐見ヶ丘寿楽会
さつきふれあい電話
㈱　ム　ラ　タ
齊　木　清　美（2回）

大津おはよう館
石　川　ト　ク
か た つ む り
金　田　和　恵
ひ ま わ り 荘

匿　　　　　名（未使用ハガキ11枚）
さつきふれあい電話（未使用切手）
退職公務員連盟（タオル）
匿　　　　　名（米30キロ）

匿　　　　　名（紙折箱）
笹　山　篤　生（未使用ハガキ）
武　内　美知子（大人用紙パンツ）

匿　　　　　名
匿　　　　　名
匿　　　　　名
匿　　　　　名

2,000円
2,000円
2,000円
2,000円

水　野　　　學
匿　　　　　名
ボーイスカウト
　　北茨城第一団

10,000円
2,500円

7,000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 生きがい講座

「絵手紙講座」
募集について

１．日　　時　平成28年６月11日㈯
２．場　　所　栃木県　華厳の滝・日光東照宮　※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、市内事業所に勤務する方とその家族
７．参加費用　大人：2,500円　子ども：1,500円(中学生まで)
８．申込み方法　往復ハガキ１枚に参加者の氏名、住所、年齢、電話番号、

バス乗車場所（大津港駅か老人福祉センターライト）を
記入のうえ、お申込み下さい。
※なお、１枚ハガキで申込める人数は、家族単位・もしくは
最大５名の友人単位となります。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28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／豊田・舟生

１．日　　時　平成28年6月22日㈬・29日㈬
　　　　　　　7月6日㈬・13日㈬（計4回）
　　　　　　　午後1時30分から午後3時30分
２．場　　所　北茨城市老人福祉センター

「ライト」休養室
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　絵手紙用はがき代 300円
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　市内在住の60歳以上の方
９．申込み方法　5月16日㈪から電話にて受付

開始
※定員になり次第締め切らせて
　いただきます

10．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

7：00
7：30
10：00
11：50
13：00
14：30
17：30
17：50

大津港駅出発
「ライト」出発
華厳の滝到着
磐梯日光店（団体昼食）
日光東照宮観光　自由散策
出発
老人福祉センター「ライト」到着
大津港駅到着、解散
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