
幸運を呼ぶと言われる四つ葉のクローバーを
キャラクターにしました。頭の上には、植物
と共生しているみつばちがいます。みんな何
かと誰かと支え合いながら生きていることを
イメージしました。
最優秀賞　常北中学校３年　小野　誉訓さん

結ちゃん
ゆい

お　の　　　み くに

「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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北茨城市社会福祉協議会では、マスコット
キャラクターを募集し、市内小中学生等から
319件の応募がありました。12月４日に開
催された地域福祉推進委員会において、最優
秀賞１作品、優秀賞１作品、佳作４作品が選
ばれました。これからは「結ちゃん」がマス
コットキャラクターとして「誰もが安心して
暮らせるまちづくり」を目指し、スタッフの
一員として頑張っていきます！よろしくお願
いいたします！
また、ご応募ご協力いただいた皆様に感謝
申し上げます。
誠にありがとうございました。

北茨城市社協
　マスコットキャラクターが決まりました！！

社協磯原支部環境美化活動
社協磯原支部では、11月22日に生活支援体制事業の一環で、いつまでも住み慣れた地域で生
活を続けられるようにと、磯原駅東口の市民の憩いの場である「ふれあい公園」で環境美化活動
を行いました。皆さん協力し合い楽しみながら活動し、落ち葉でいっぱいだった公園もスッキ
リときれいになりました。

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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北茨城市心身障害者第一福祉センター

【住　　所】 北茨城市華川町臼場１８７－２７
【電話番号】 ０２９３－４３－３１１５

心身障害者第一福祉センターについて
社会福祉協議会の管理施設紹介をします。

はじめに…はじめに…

北茨城市心身障害者第一福祉センターでは、障がいのある方の
「自立」と「社会参加」による地域生活支援を目的に、作業訓練や
生活訓練をおこなっており、利用者一人ひとりが持てる能力を発揮
できるように支援しています。

作業訓練について作業訓練について

作業訓練は、市内の会社の協力
により、ヘルメットの部品付けや
建築資材の袋詰め等のお仕事をが
んばっています。

また、アイロンビーズによる作品作りやミシンを使ったポプリ等、
手芸作品にも取り組んでいます。出来上がった作品は、市内のイベ
ントに出店して
販売します。
そのほかにも、

花壇の手入れや
野菜作りの園芸
作業もしていま
す。

生活訓練について生活訓練について

生活訓練は、講師の先生方に来所していただき、利用者同士のコ
ミュニケーション能力の向上、健康維持、音楽の楽しさにふれるこ
とを目的で、各種（レクリエーション・体操・コーラス）講座を月
一回おこなっています。
また隣接するデイサービスセンターライトで、実習として毎日風
呂そうじや洗濯干しをおこなっています。
市の道路里親にも登録しており、センター周辺の道路のゴミ拾い
や草刈りを定期的におこない、環境美化活動にも取り組んでいます。
通所は自力通所、家族の送迎、センターの送迎等さまざまですが、
地域で通所時に困っているときや災害が発生したときは、声をかけ
ていただき、お手伝いいただけましたら助かります。

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。
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「デイ・サービスセンターライト」ではこんなことをしています！

催　し　物催　し　物

毎日午後からレクリエーションを
行っています。
スタッフが考案し手作りした様々
なゲームで日々楽しい時間を過ごしています。また、老人福祉センター
と併設しているため、通信カラオケを楽しむこともできます。
また、季節に応じてイベントを開催しており、クリスマスや節分等で
皆様と盛り上がっています。
四季に合わせて花見や紅葉狩り等に行き、季節の情景を堪能していま
す。

北茨城市老人福祉センター「ライト」では高齢者生きがい対策事業の一環として
「生きがい講座」を企画、運営しています。

「生きがい講座」とは… 北茨城市在住の60歳以上の方が参加できる講座です。生きがいに満ちた豊かな生
活を営む事が出来るよう、また趣味を持つ第一歩が踏み出せるよう支援しています。

パッチワーク初級… 年間４作品完成！を目標に遊佐先生の指導を受けながら
皆さん頑張っています。途中苦戦しながらも諦めず完成させる事が自信とな
り、次の作品へのステップアップに繋がっています。また講座を通してお友
達の輪も広がっています。
救命救急講座… 日本赤十字社茨城県支部から派遣される講師の指導で、医師
に診せるまでの一次救命処置及びAEDが到着するまでの適切な心肺蘇生法を
学びました。

デイ・ルームは広々とした空間
でゆっくりお過ごしいただけます。

一般浴は開放感があり、温泉気
分に浸れます。

リフト浴は専用のマシンを使い
無理なくご入浴できます。

■お問い合わせ先
〒319-1535 北茨城市華川町臼場187-74
北茨城市社会福祉協議会
北茨城市老人福祉センター「ライト」
TEL 0293（43）5361

■お問い合わせ先　〒319-1535 北茨城市華川町臼場187-74
北茨城市社会福祉協議会指定通所介護事業所
北茨城市デイ・サービスセンター「ライト」
TEL 0293（43）5361

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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サロン活動を始めてみませんか！

高齢者ふれあい・いきいきサロン
▶サロンとは？
地域にお住まいの高齢者の方々が気軽に集

える場所を通じて、地域の「仲間づくり」
「生きがいづくり」「健康づくり」をするた
めの活動です。楽しくおしゃべりしたり、簡
単な運動やレクリエーションをしたり、ご近
所同士での助け合いを育む交流の場です。

・活動内容は？
お茶会やレクリエーションなどの誰でも参加で

きるものや健康体操、季節の行事など。
・開催場所は？
公民館や集会所など、参加者が気軽に集まれる

ことができる場所。
・参加者は？
地域に住む高齢者などで、いつでも新しい仲間

が参加できる環境。

社会福祉協議会では、サロンの立ち上げや運営に関する支援を
させていただきますので、ご不明な点がございましたらお気軽
にご相談ください。

みのりグループ

●開催日時
不定期　AM10:00～
●開催場所
小野矢指集会所

サロンド・あしたば
●開催日時
第３・４木曜日　AM10:00～
●開催場所
浜道地区集会所

車ひまわりサロン
●開催日時
第２水曜日　PM1:30～
●開催場所
車農村集落センター

ひまわりの会
●開催日時
週２回
●開催場所
防災コミュニティーセンター等

木皿わかばサロン
●開催日時
第１水曜日　AM10:00～
●開催場所
木皿シルバーコミュニティーセンター

みずほサロン

●開催日時
第３火曜日　AM10:00～
●開催場所
下桜井公民館

北町ハッピーサロン
●開催日時
第４火曜日　AM10:00～
●開催場所
北町集会所

東いきいきサロン
●開催日時
第２木曜日　PM1:30～
●開催場所
力印倉庫

あまはしサロン

●開催日時
第１火曜日　AM10:00～
●開催場所
天下橋生活改善センター

石岡ふれあいサロン
●開催日時
第４月曜日　AM10:00～
●開催場所
石岡集会所

上小津田元気サロン
●開催日時
第２金曜日　AM9:30～
●開催場所
旧華川幼稚園

富士ケ丘元気サロン
●開催日時
第４月曜日　PM1:30～
●開催場所
富士ケ丘農村集落センター

サロンド・オープン
●開催日時
第３・４水曜日　AM9:30～
●開催場所
老人福祉センター「ライト」

サロン三峰
●開催日時
第１木曜日　PM1:30～
●開催場所
大津コミュニティーセンター

平潟茶や
●開催日時
第２火曜日　AM10:00～12:00
●開催場所
平潟公民館

磯原いきいきサロン
●開催日時
第２土曜日　AM10:00～
●開催場所
老人福祉センター「ライト」

下相田ひまわりサロン
●開催日時
最終金曜日　AM10:00～
●開催場所
下相田農村集落センター

汐見ケ丘サロン
●開催日時
第３木曜日　AM10:00～
●開催場所
望海会館

サロンにいらっしゃ～い！

問い
合わせ先

北茨城市社会福祉協議会 ふれあい・いきいきサロン
TEL 42－0782　FAX 42－7666（担当：豊田）

　高齢者のふれあい・いきいきサロンは、現在市内に18ヶ所あります。高齢者
の生きがい作り、仲間作り、介護予防に効果のある活動です。身近なサロンに
参加して、楽しいことを見つけませんか？また、皆さんの地域でも、楽しく、無
理なく、サロンをはじめることができます。お気軽にお問い合わせください。

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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赤い羽根共同募金報告
　お寄せいただきました赤い羽根共同募金は、茨城県共同募金会へ送金し、来年度
あらためて地域福祉事業推進費として、当社会福祉協議会へ配分されます。
　この配分金は、各種福祉事業実施のための大切な資金として有効に活用させて頂
きます。

歳末たすけあい募金
　歳末たすけあい募金に寄せられました大切なお金は、市内の要支援世帯や、在宅の
重度障がい児・者世帯及び在宅の重度要介護認定高齢者介護人、一人暮らしの高齢者
の世帯などへ歳末見舞金として民生委員さんを通してお届けいたしました。

令和元年度 募金実績額 単位：円

一 般 募 金 歳末たすけあい
募　　　　　金 一 般 募 金 歳末たすけあい

募　　　　　金

中 郷 町

磯 原 町

華 川 町

関 南 町

大 津 町

平 潟 町

関 本 町

街頭・学校・事務局等

合 計

達 成 率

平成31年度
目　標　額

令和2年1月21日現在

613,800

972,891

7,713,201

7,659,000

100.71％

373,100

34,000

4,019,804

4,200,000

95.71％

1,832,100

1,877,510

490,600

718,000

812,300

396,000

1,170,550

1,095,154

298,200

353,500

491,300

204,000

支援を
必要とする方

地域ケアコーディネーター
サービスの紹介や、
相談関係機関との
連絡調整

かかりつけの先生
普段の診察、健康
管理指導、相談

民生・児童委員
福祉関係の情報提
供や、訪問活動

ボランティア
給食サービスや、絵
手紙による

ホームヘルパー
家事や介護などの
身の周りのお世話
や相談

保　健　師
健康を守るための
相談指導、検診

ケアマネジャー
ケアプランの作成
や相談

区役員・
老人クラブ

となり近所・親類
話し相手や安否確
認

在宅介護支援センター
高齢者介護の相談
や介護予防教室

地域ケアシステムは、市町村が実施主体となり、
高齢者や障害者などが住み慣れた家庭や地域の中
でいきいきと安心して暮らせるよう、要援護者一
人ひとりに保険・医療・福祉の関係者がケアチー
ムを編成し地域全体で総合的かつ効果的に各種在
宅サービスを提供し、支援するシステムです。
このような地域ケアコーディネーターによる地域
の中で互いに助け合う支援活動を通じて、誰もが
安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを目指
すものです。 

●介護保険等各種制度や福祉施策の隙間を埋める
ものではなく、要援護者及びその家庭の生活・
自立を支える在宅ケアの基盤となるシステムを
目指すものです。
●地域ケアシステムは、要援護者のみならず、
その家族の生活も考慮した「ファミリーケア」
を目指すものです。

地域ケアシステム推進事業

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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検索

●⊗ ●⊗

●⊗ ●⊗

■対象施設：中郷子どもの家
■休 館 日：
　令和2年3月31日まで
　　土曜日・祝日・年末年始
　　　　　　⇩
　令和2年4月1日から
　　土曜日・日曜日・祝日・年末年始

●お問い合わせ
　中郷子どもの家
　北茨城市中郷町石岡814-1 TEL 42-2183
　磯原子どもの家
　北茨城市磯原町磯原3-77 TEL 44-6330

心
配
ご
と
相
談
所

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
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）

Tel.42-0782　Fax.42-7666

▶北茨城市地域福祉交流センター２階 会議室

午後１時～午後４時まで

毎月　第１・第３・第5木曜日

▶大津町公民館　研修室
毎月　第2・第4木曜日

午後１時～午後４時まで

※相談事がある方は、直接相談所へお出かけ下さい。
　午後3時30分までに受付をすませて下さい。

どなたでも無料で相談できます　日常生活の中での困り事全般のご相談を
お受けしておりますので、どうぞお気軽に
相談においで下さい。
　家族の問題、仕事の問題、土地の問題、
自身の悩み、他どのような悩みにも相談に
のります。

Facebook始めました！！

社協の事業である子育て支援や高齢者ク
ラブ、サロン、ボランティアの活動内容を始
め、行事・イベントのご案内等を載せています。
皆様からのコメント・いいね！お待ちしております。

北茨城市社会福祉協議会では、茨城県社
会福祉協議会との間で締結している「災害
時支援に関する協定」に基づき、令和元年
10月15日㈫から12月22日㈰までの期間、
大子町災害ボランティアセンターの運営を
支援するため、延べ42名の職員を派遣し、
被災地支援活動を行いました。

北茨城市社会福祉協議会

台風19号 被災地支援活動

中郷子どもの家からのお知らせ
令和2年4月1日から
　休館日が変更となります

※磯原子どもの家は日曜日も開館しています。
※社会福祉協議会ではFacebookで子どもの
　家に関するイベント情報等を掲載しています。
　ぜひご覧ください。

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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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）

　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。（令和1年11月1日～令和2年1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）

中妻老人クラブ寿会

豊　田　順　子

ときわ路喜楽会（8kg）

遠　藤　武　久

尾　亦　澄　斗

上相田昭友会

飯　村　睦　美（２回）

中郷町公民館

熊　田　喜美夫

シオン・メリッサ美容室

石塚自動車修理工場

丸　山　信　一

野　口　哲　男

弥生会大塚支部

㈲マルイチ仙台屋商店

大豆生田　一夫

小　野　一　二

山 下 長 寿 会

川　原　敦　子

大　平　佳　凛

下相田ひまわりサロン（２回）

匿　　　　　名（８回）

石　井　三　雄

清掃センター内シルバー職員一同

さつきふれあい電話

根　本　千　代（３回）

小　野　　　哲（３回）

塙　　　　　勝

病院ボランティア（２回）

箕　川　遥　斗

しゃくなげグループ

小　成　隆　夫

齊　木　清　美（３回）

上小津田第一

汐見ケ丘ボランティアグループ

神岡団地３号棟（２回）

千　葉　キイ子

常 北 中 学 校

笹　沼　節　子

計良　仁 ・ 一颯

小　林　正　弘

魚料理　たけし

木皿９４２会

汐見ケ丘寿楽会

石　井　三　雄
東洋測量設計㈱
常陽銀行磯原支店
さつきふれあい電話
丸 金 産 業 ㈱
しゃくなげグループ
齊　木　清　美（３回）
汐見ケ丘ボランティアグループ
笹　沼　節　子
小　林　正　弘

精華小学校育成会
鈴　木　のり子
北茨城市更生保護女性会（２回）
金　田　和　江
佐　藤　貞　佐
大豆生田　一夫
山 下 長 寿 会
病院ボランティア
川　原　敦　子
匿　　　　　名（７回）

プ　　　ル　　　タ　　　ブ切手（使用済み）・磁気カード・ハガキ・封筒等

匿　　　名：介護用品多数
匿　　　名：タオル多数（２回）
山縣　和子：未使用衣類・布多数
北茨城支部退職公務員連盟：未使用タオル多数
滝　総之輔：未使用衣類多数
遠藤　武久：メモ用紙多数

匿　　　名：未使用タオル多数
三坂　宏子：毛布等多数
まごころサービス 代表 吉田和弘：未使用切手
佐川　　司：お米60㎏
匿　　　名：ウエットティッシュ
匿　　　名：折箱多数

そ　　　　　の　　　　　他

氏　　　名 氏　　　名
丑　　寅　　会
東洋測量設計㈱
㈲ワコウ測量設計
匿　　　　　名
ヘアーサロンラング大津店
昭和44年度磯原中学校
　　　　3年5組クラス会
匿　　　　　名

金額金額
12,027円
30,000円
10,000円
2,000円
5,445円

9,891円

7,000円

山野邊　和夫
まごころサービス 代表 吉田 和弘
昭和22年度卒中妻小学校同窓会
発起人・荒川俊男、鈴木武夫、
　　　 鈴木潔、酒井洋子、滑川淳
高見　のり子
馬上　ちよ子
水戸友の会公共係

2,000円
3,000円

13,316円

144,000円
1,753円
3,000円

第47回　北茨城市社会福祉大会
　令和２年１月18日㈯北茨城市民ふれあいセンターにて「第47回
北茨城市社会福祉大会」を開催いたしました。
　社会福祉大会は、北茨城市の社会福祉の向上のため、地域で抱え
る問題や住民の生活課題に取り組み、その解決のため永年尽力され
た方々の功績を讃えるとともに、これからの地域福祉の充実を図る
ことを目的としております。
　今年も沢山の方々が受賞されました。受賞された方については以
下の通りです。
・民生委員・児童委員…………………………21名
・社会福祉施設／福祉団体等職員……………13名
・地域福祉活動実践者………………………… 6 名
・社会福祉事業尽力者………………………… 2 名
・福祉事業協力者（多額の寄付）……………… 8 団体5個人
・平成30年度共同募金協力者…………………26団体
・平成30年度歳末たすけあい募金協力者…… 1 団体

　受賞された皆様、おめでとうございました！

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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