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みんな de サロン
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「北茨城のふくし」の一部には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。

http://www.kitaiba-shakyo.jp/



平成29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。
○安定的な法人経営の確立
○理事会・評議員会の適正な開催
○北茨城市、茨城県社協及び関係機関との連携強化
○職員の資質向上を図るため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。
○結づくりプランの進行・管理
○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
○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
○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・いきいきサロン事業の実施

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及び充実
○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及び講師の派遣
○地域における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
　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。

11．居宅介護等事業
　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。

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
づく介護サービス及び相談支援事業等を実施します。
○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、知的障がい者、精神障がい者などで、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。
○コミュニティケア総合センター　中郷町上桜井

〰 平成29年度　収入・支出予算 〰

計　265,527千円
収　入

計　265,527千円
支　出

会費収入
4,619千円
1.74％ 寄付金収入

1,360千円
0.51％

経常経費補助金収入
28,348千円
10.68％

受託金収入
81,739千円
30.78％

介護保険収入
64,345千円
24.23％

居宅介護
10,957千円

訪問入浴
10,886千円
居宅介護支援
16,259千円

通所介護
26,243千円

障害福祉サービス等事業収入
74,949千円
28.23％

前期末支払資金残額
2,069千円
0.78％

法人運営事業
19,039千円
7.17％

地域福祉推進事業
15,919千円
6.00％

生きがい対策事業
48,087千円
18.11％

ボランティア
活動事業
1,628千円
0.61％

共同募金
配分金事業
11,176千円
4.21％

在宅福祉サービス
センター事業
10,551千円
3.97％

介護保険事業
78,407千円
29.53％

居宅介護
10,764千円

在宅医療・介護
連携推進事業
14,693千円訪問入浴

9,846千円

居宅介護支援
16,355千円

通所介護
26,749千円

障害者
居宅支援事業
74,054千円
27.89％

在宅介護支援センター事業
5,493千円
2.07％

日常生活自立支援事業
1,173千円
0.44％

その他の収入
8,098千円
3.05％
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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

生きがい講座

「絵手紙講座」募集について

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。支部の実施した事業の一部をご紹介します。

　磯原支部では、地域の福祉課題の解決や福祉のまちづくりの実現を目指して、様々な活動に取り組
んでおります。
　高齢世帯への見守り訪問活動をはじめ、「春・秋の交通安全週間」にあわせて、子どもたちの通学
路の特に交通量の多い交差点などで「立哨活動」を実施しております。

　見守り活動を通して、子どもたち
にあいさつの大切さや通行方法など
の注意すべき点を伝えております。
　また、街の美化運動として磯原駅
から若宮大橋までの道路清掃を予定
しております。

磯 原 支 部 ◆ 「子どもたちの見守り活動」

●日　　　時　平成29年6月13日㈫・14日㈬
（計2回講座）
午後1時30分から午後3時30分

●場　　　所　北茨城市老人福祉センター「ライト」休養室
●講　　　師　伊藤　貞子氏
●内　　　容　季節の絵手紙とコースターの作成
●募 集 人 数　20名
●材　料　費　絵手紙用はがき代300円
●用意するもの　古新聞、描きたいもの

（花・野菜・人形など）
●対　象　者　市内在住の60歳以上の方

※2日間参加できる方
●申 込 方 法　5月10日㈬から電話にて受付開始

午前8時30分から午後5時15分まで
（土日、祝日は除く）
※定員になり次第締め切らせていただきます。

生きがい講座

「カラオケ発表会」募集について

●日　　時　平成29年7月21日㈮
午前10時から午後3時30分

●場　　所　北茨城市老人福祉センター「ライト」集会室
●講　　師　志摩　幸子氏
●内　　容　カラオケ発表のアドバイスをいただく

（1人1曲2コーラス）
●募集人数　40名
●参 加 費　無　料
●対 象 者　市内在住の60歳以上の方
●申込方法　⑴往復はがきに①氏名（ふりがな）

②住所③生年月日④電話番号
⑤発表曲（ふりがな）⑥歌手名を
記入の上お申し込み下さい。
（見学者は申込不要）
※応募者多数時は抽選となります。

⑵発表者は、通信カラオケを利用し
ていただきます。

⑶発表者には返信はがき到着後
7月18日㈫までに譜面（Ａ４サイズ）を、
北茨城市老人福祉センター「ライト」
まで提出していただきます。

●締 切 日　平成29年6月26日㈪必着

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
北茨城市老人福祉センター「ライト」
〒319-1535　北茨城市華川町臼場187-74

Tel. 43-5361 Fax. 43-5395　担当／篠原

連絡先

♪各講座とも
下記にご連絡ください♪
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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29年2月1日～平成29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

七海　宮子（2回）
田上ユリイ
からむし元気サロン
鈴木時計店
川原　敦子
山縣　　力
山越ありさ（2回）
汐見ケ丘ボランティアグループ（3回）
北茨城市更生保護女性会
匿　　　名（12回）
和田　勝彦

汐見ケ丘寿楽会
齊木　清美（2回）
菅野　なつ
大津復興住宅1号棟
㈱金沢電子
中郷町公民館
さつきふれあい電話
粟野楽天会（2回）
根本　千代
みのりグループ
北茨城市グラウンドゴルフ友好会

弥生会大塚支部
塙　　　勝
鈴木　和子
磯原福寿会
睦　　　会
大和田和子
笹沼　節子
石岡小学校（2回）
木村ミサ子
石岡ときわ会
深谷みよ子

岡田電気産業㈱住建勿来営業所
㈱　松　野　屋
匿　　　　　名（6回）
瀧　　　正　義
齊　木　清　美（2回）
日本生命北常陸営業所
汐見ケ丘ボランティアグループ（2回）
磯原事務機㈲
茨城住宅工業㈱
さつきふれあい電話
根　本　千　代

森　田　ヒ　サ
塙　　　美恵子
鈴　木　和　子
笹　沼　節　子
武　田　藤　夫
匿　　　　　名（2回）
秋　元　幸　子
木　村　ミサ子
薗　部　博　美
尾　崎　フミ子
菅　野　かよ子

匿　　　名（未使用ハガキ）
匿　　　名（切手7,132円分）
匿　　　名（紙折箱）
匿　　　名（未使用テレカ）
小野　一二（未使用ハガキ）
根本　千代（未使用ハガキ）

匿　　　名（未使用ハガキ）
蛭田きく江（肌着、くつした、パジャマ）
秋元　幸子（未使用切手）
JX金属㈱（「童話の花束」50部）
菅野かよ子（未使用切手）

匿　　　　　名
㈲ワコウ測量設計
匿　　　　　名
小　野　一　二
丹　　　四メ子

11,000円
10,000円
2,000円
17,202円
568円

匿　　　　　名
匿　　　　　名
石 岡 小 学 校
匿　　　　　名
関 南 健 友 会

2,500円
2,000円

7円
2,000円
36,834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）実施要項 新緑の

栄蔵室・花園山を

楽しみませんか！

新緑あふれる猿ケ城渓谷の奥にある
「県内最高峰の山、栄蔵室と花園山」
を歩き、北茨城市の自然の美しさと
歴史を学びませんか！

１．日　　時　平成29年６月10日㈯
２．場　　所　栃木県　あしかがフラワーパーク

佐野プレミアム・アウトレット　※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：1,000円　子ども：500円(小学生まで)
８．申込み方法　往復はがき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枚の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29年５月22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／舟生・豊田

１．日　　時　平成29年5月13日㈯
　　　　　　　午前9時30分～
２．集　　合　栄蔵室北登山口前
３．コ ー ス　北登山口→栄蔵室→花園山

→南登山口→北登山口
４．定　　員　先着10名

５．申込み先　北茨城市社会福祉協議会
TEL 0293－42－0782
※電話にてお申し込みください。

６．そ の 他　昼食・雨具持参とハイキング用
の靴

※花園ガイド養成講座を兼ねています。

7：00
7：30
10：00
12：30
15：00
17：30
17：50

大津港駅出発
「ライト」出発
あしかがフラワーパーク　自由散策
佐野プレミアム・アウトレット（自由散策・昼食）
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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