
　2019年に開催する「いきいき茨城ゆめ国体」に全国
から訪れる選手や来場者を花いっぱいの美しい街で歓
迎するため、プランターで花苗を育てる「花つくり隊」ボランティア活動を実施しまし
た。当日は、市内の高齢者クラブの方々が中心となりマリーゴールドの種をまきまし
た。また「北茨城へようこそ」「がんばって下さい」などの歓迎の気持ちをこめたメッ
セージシールを作成しプランターにはりつけました。このプランターは８月に開催され
る国体リハーサル大会に向けて磯原駅や北茨城インターから競技が開催される磯原地区
公園テニスコートまでの主要道路に飾られます。

国体
準備ボランティア
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「社協だより」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。
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サ　ロ　ン　紹　介
　高齢者の仲間づくり・介護予防と閉じこも
り防止等を目的とし、ボランティア等関係機
関の協力のもと市内４地区、16ケ所で開催
しています。

～からむし元気サロンを紹介します～
　からむし元気サロンでは10名の方が利用されて
います。
　転倒予防体操や楽しいレクリエーション、季節
のイベント、講師を招いての講演会等を行ってお
ります。７月は歯科衛生士による歯科相談を行い
ました。
　からむしにお住まいで興味のある方はぜひ遊び
に来て下さい！

■開催日：毎月第２水曜日
　　　　　午前10時～11時30分まで
■場　所：唐虫地区農村集落センター

　７月15日㈰に北茨城市建築職組合
とその青年部の会員により、市内の高
齢者の独居世帯などの住宅に関わる修
繕のお手伝いをしてきました。雨どい、
建てつけがわるいところ、水道の不具
合などを、組合員のみなさんが手際よ
く作業を行い、修理されていく様子を
見て、修繕を依頼した方々は大変喜ん
でいました。

住宅修繕のお手伝いをしました！

平成30年7月豪雨災害義援金募集
西日本を中心に各地で人的被害をはじめ住宅被害等甚大な災害が発生しております。

中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しております。
お預かりした義援金は全額被災県共同募金会に按分の上、送金いたします。

皆様からのご支援よろしくお願いいたします。

募　集　期　間

取　扱　窓　口
平成30年9月28日㈮まで
北茨城市社会福祉協議会（電話42-0782）まで

個人情報の取扱いについては、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会個人情報保護規程（平成17年、規程１号。）に基づき適正に管理するものとします。
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生きがい講座

「クレイアクセサリー講座～ペンダント作成～」
募集について

●日　　時　平成30年9月11日㈫
午前9時30分から午前11時30分（午前コース）
午後1時30分から午後3時30分（午後コース）
※午前又は午後のいずれかを受講

●場　　所　北茨城市老人福祉センター「ライト」
集会室

●内　　容　樹脂粘土を４種類混ぜ合わせ形を整えた
後、オーブンで焼成し天然石風ブーメラン
型ペンダントを作成する

●募集人数　各コース15名
●講　　師　村上　佐登美 氏
●材 料 費　1,500円
●持 参 品　眼鏡
●対 象 者　市内在住の60歳以上
●申込方法　8月17日㈮より電話で受付開始

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

●連 絡 先　〒319-1535 北茨城市華川町臼場187-74
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」
TEL 43－5361　FAX 43－5395
担当：篠原

生きがい講座

「救急法講習会」
受講者募集について

●日　　時　平成30年10月19日㈮
午前9時30分から午前11時30分

●場　　所　北茨城市老人福祉センター「ライト」
集会室

●内　　容　心肺蘇生法（人工呼吸、心臓マッサージ、
AED使用法）を学ぶ　※乳児含む
気道異物除去　※（乳児のみ）

●募集人数　25名
●講　　師　日本赤十字社　茨城県支部

（日本赤十字北茨城地区）
●参 加 費　154円　※人工呼吸時のマウス代
●持 参 品　筆記用具、ハンカチ、タオル、飲み物

※活動しやすい服装でお越しください
●対 象 者　市内の60歳以上
●申込方法　8月21日㈫より電話で受付開始

（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

●連 絡 先　〒319-1535 北茨城市華川町臼場187-74
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」
TEL 43－5361
FAX 43－5395
担当：篠原

平成29年度　収入・支出決算

収 入
計

258,417,464円

支 出
計

258,063,974円

会費収入
4,343,700円
1.68％寄付金収入

1,241,771円
0.48％

経常経費補助金収入
29,275,832円
11.33％

受託金収入
79,214,342円
30.65％

事業収入
7,861,942円
3.04％

貸付事業収入
174,000円
0.07％

介護保険収入
62,923,230円
24.35％

居宅介護
10,553,230円

訪問入浴
11,258,100円
居宅介護支援
15,715,800円

通所介護
25,396,100円

介護保険事業
72,512,373円
28.10％

居宅介護
9,240,238円

在宅医療・介護連携
14,231,640円

訪問入浴
10,870,889円

居宅介護支援
13,525,878円

通所介護
24,643,728円

障害福祉サービス等事業収入
69,648,030円
26.95％

その他の収入（雑収入等）
3,720,200円
1.44％

受取利息配当金収入
14,417円
0.01％

地域福祉推進事業
12,688,194円
4.92％ ボランティア

活動事業
1,605,910円
0.62％

法人運営事業
20,687,249円
8.02％

生きがい対策事業
47,545,296円
18.42％

共同募金
配分金事業
12,152,642円
4.71％

在宅福祉
サービスセンター事業
10,467,405円
4.06％

障害者居宅支援事業
75,210,003円
29.14％

在宅介護支援センター事業
3,247,718円
1.26％

日常生活自立支援事業
1,947,184円
0.75％

個人情報の取扱いについては、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会個人情報保護規程（平成17年、規程１号。）に基づき適正に管理するものとします。
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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30年4月1日～平成30年6月30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）

氏　　　名 金額

退職公務員連盟（3回）
市野川　亮　太
山　縣　照　子（2回）
鈴　木　咲　絢
丸　山　信　一
平潟町公民館
山　縣　　　力
林　　　聖　二
木　村　ミサ子
弥生会大塚支部
シオン・メリッサ美容室
みのりグループ
ボーイスカウト北茨城第１団
舟　生　和　巳
笹　沼
しゃくなげグループ
石岡ときわ老人会
ボランティアグループかたつむり
神岡団地３号棟
中郷町公民館
山 下 長 寿 会
助　川　瑞　枝　
からむし元気サロン
森　田　ヒ　サ
さつきふれあい電話
デイサービスそれぞれ
計　良　昌　孝
吉　田　禮　子
ひ ま わ り 荘
北茨城市立常北中学校
渡　邊　貞　子
船　木　俊　一
匿　　　　　名（13回）

大豆生田　一夫
ヘアーサロンラング磯原店
大塚後坪常会
汐見ケ丘寿楽会
和　田　勝　彦（2回）
堀　江　徳　好（2回）
上小津田第一（2回）
五　浦　椿　会
和　田　久美子
清　水　美枝子
柳　生　勝　利（2回）
上相田昭友会（2回）
渡　辺　源　一
㈱高山建設社員一同
根　本　千　代（3回）
遠　藤　武　久
田　中　清　美
七　海　宮　子（2回）
岡　野　　　昭（2回）
川　原　敦　子（2回）
山　越　ありさ
更生保護女性会
鈴　木　康　平
粟 野 楽 天 会
熊　田　喜美夫
汐見ケ丘ボランティアグループ
五浦ガイドグループ
大津復興住宅１号棟
民　宿　五　浦
齊　木　清　美（3回）
田　上　ユリイ（2回）
清掃センター内シルバー職員一同（2回）
計　良　一　颯（2回）
柳　葉　登美子

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・封筒等
大豆生田　一夫
川　原　敦　子（2回）
更生保護女性会
熊　田　喜美夫
齊　木　清　美（3回）
北地区保護司会北茨城分区会
木　村　ミサ子
ニッソーファイン労働組合
小　野　みつ子
と き わ の 杜
蛭　田　惠　子
山　縣　照　子

退職公務員連盟（2回）
粟 野 千 寿 会
佐　藤　　　貞
森　田　ヒ　サ
マックス常磐㈱
蛭　田　キクエ
ひ ま わ り 荘
北茨城市立常北中学校
山　　名　　塾
西　野　ヤイ子
岩　尾　式　子
匿　　　　　名（6回）

そ　　　の　　　他
退職公務員連盟：タオル157本
高　星　　　輝：タオル70本・バスタオル他多数
柴　田　伸　子：タオル多数・座布団カバー一式
森　田　ヒ　サ：タオル多数
ひ ま わ り 荘：未使用ハガキ多数
匿　　　　　名：未使用タオル多数
匿　　　　　名：折り箱多数
匿　　　　　名：未使用タオル250本
匿　　　　　名：紙オムツ多数
匿　　　　　名：折り箱多数
匿　　　　　名：折り箱多数
匿　　　　　名：タオル類多数
匿　　　　　名：折り箱多数

井　坂　英　敏
関東西濃運輸労働組合北茨城支部
旧平潟本町第４常会
㈲ワコウ測量設計
㈱サンユーストアー中郷店
㈱サンユーストアー大津店
㈱サンユーストアー磯原中央店

17,415円
70,000円
4,287円
10,000円
10,023円
28,140円
4,839円

氏　　　名 金額
小　野　一　二
北茨城市アマチュアゴルフ連盟
・北茨城市体育協会
匿　　　　　名
匿　　　　　名
匿　　　　　名
匿　　　　　名

11,805円

108,453円

2,500円
2,500円
10,000円
2,500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）

７月８日㈰、高萩カントリークラブで行われたチャリ
ティーゴルフ大会にて、高萩地区安全運転管理者協議会、
高萩地区交通安全事業主会様より、地域福祉推進のため
に役立ててほしいとご寄付をいただきました。ご趣旨に
沿うよう有効に活用させていただきます。

ありがとうございます

個人情報の取扱いについては、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会個人情報保護規程（平成17年、規程１号。）に基づき適正に管理するものとします。

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
〒319-1542　北茨城市磯原町本町2-4-16（北茨城市地域福祉交流センター内）
TEL 42-0782・30-1810　FAX 42-7666　http://www.kitaiba-shakyo.jp/

編集・発行
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