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マスクの作り方

車いすの貸し出しについて
北茨城市社会福祉協議会では、車いすが一時的に必要な方に対して、
ご寄付等にてご提供いただいた車いすの貸し出しを行っています

現在マスクの供給量も増え、値段も落ちついてきましたが、依然としてマスクの需要は高い
ままです。身近にあるもので代用マスクを作り、感染の予防に努めましょう。ここではハン
カチを使ったマスクの作り方を紹介します。

例えば

●おばあちゃんとの旅行で車
いすを借りたい
●怪我をしてしまって車いす
が必要
●介護保険の手続
きをしている間
のつなぎとして
借りたい　　　
　　　　　等々

申　請　者／本人の他、家族、友人、知人、福祉関係者など
※本人以外が申請に来られる場合は、使用者の住所・氏名・年
齢等をご記載いただきます

申請に必要なもの／申請（来所）される方のご印鑑
料　　　金／無　料
貸 出 期 間／必要日数（最長１ケ月まで）
注 意 点 等／・事情により貸出期間の延長をご希望される方は、期間内にご

連絡ください。
・長期間（１ケ月以上）必要とする方は、購入やレンタルに向け
て、ケアマネージャーや各関係機関等にご相談ください。
・在宅の方を対象に貸し出しています。
　※入院または施設入所等された場合は速やかにご返却ください。
・紛失、破損等があった際は、損害賠償していただくこともあ
ります。
・使用中に生じた事故は、当協議会では責任を負いません。
・転貸は厳禁とします。
・貸し出す車いすは一般的なタイプのみとなります。
・貸出期間内でも返却いただくこともあります。

①ハンカチを半分に折る

ハンカチマスクの作り方

②さらに半分に折る ③幅を3等分し、その位置
　にゴムを左右から通す

完成！

④両端を3等分の位置で
　折る

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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検索北茨城市社会福祉協議会

高 齢 者 ク ラ ブ 連 合 会

主な活動内容

あなたの生きがいみつけませんか？

高齢者クラブは、仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、
生活を豊かにする楽しい活動（スポーツ大会、サークル活動など）
を行うとともに、その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同
し、地域を豊かにする社会活動(世代間交流、見守り訪問、清掃ボ
ランティアなど)に取り組む、地域を基盤とした自主的な組織です。

みんなで楽しく
仲間づくり♪

一緒に参加しようよ！！

昨年10月に行われた県大会では
磯原ときわ友好会がクロッケーの部にて

敢闘賞に入賞されました。おめでとうございました。

≪健康づくりスポーツ大会≫

他、各クラブによって活動内容は様々です。

≪グラウンドゴルフ交流大会≫ ≪芸能発表会≫

≪役員研修≫ ≪環境美化活動≫ ≪いばらきねんりんスポーツ大会≫

ホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋに活動が載っています♪

【問い合わせ先】
北茨城市高齢者クラブ連合会（北茨城市社会福祉協議会事務所内）
住所：北茨城市磯原町本町2-4-16
TEL：0293-42-0782　地域福祉係まで

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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令和2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、適正な法人経営につとめ
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、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
○高齢者の様々なニーズに対応できる住民主体の生活支援サービスの拡充

３．生きがい対策事業
　介護予防、地域支えあいの視点から、高齢者の生きがい対策事業を実施
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
○防災ボランティアの養成

５．共同募金配分金事業
　茨城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・青少年福祉活動の育成
○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
用者一人ひとり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
◯磯原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．訪問入浴介護事業
　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。

12．居宅介護支援事業
　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。

13．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を実施します。
○相談支援事業
○障がい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

○基準該当障がい福祉サービス事業

14．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。

15．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。

16．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出来るように、地域の医師会等と連携しつつ
在宅医療、介護連携の推進につとめます。

※コミュニティケア総合センター　中郷町上桜井

 令和2年度　収入・支出予算 

計　266,651千円
収　入

計　266,651千円
支　出

会費収入
4,300千円
1.61％ 寄付金収入

1,260千円
0.47％

経常経費補助金収入
27,698千円
10.39％

受託金収入
94,352千円
35.38％

介護保険収入
51,063千円
19.15％

訪問入浴
13,321千円

居宅介護支援
11,640千円

通所介護
26,102千円

障害福祉サービス等事業収入
77,615千円
29.11％

前期末支払資金残高
1,903千円
0.72％

法人運営事業
20,037千円
7.52％

地域福祉推進事業
19,976千円
7.49％

生きがい対策事業
47,920千円
17.97％

ボランティア
活動事業
2,010千円
0.75％

共同募金
配分金事業
10,364千円
3.89％

在宅福祉サービスセンター事業
18,159千円
6.81％

介護保険事業
65,799千円
24.68％

在宅医療・
介護連携
14,493千円

訪問入浴
12,210千円

居宅介護支援
12,350千円

通所介護
26,746千円

障害者
居宅支援事業
75,442千円
28.29％

在宅介護支援センター事業
3,654千円
1.37％

日常生活自立支援事業
3,290千円
1.23％

その他の収入
8,460千円
3.17％

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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皆様の善意、ありがとうございます

令和2年度 北茨城市社会福祉協議会会員募集について

２月26日㈬北茨城市商工会女性部様よ
り、地域福祉に役立ててほしいとのことか
ら、車いすをご寄贈いただきました。いた
だきました車いすは、車いすの貸し出しや
学校での福祉体験などに活用させていただ
きます。ありがとうございました。

３月９日㈪ＪＸ金属株式会社磯原工場
様より、今年も『童話の花束』137冊をご
寄贈いただきました。より多くの方に一読
いただきたいとの思いから、中郷子どもの
家と磯原子どもの家にある図書コーナーに
設置いたしました。毎年いただいている
この本は、多くの親子を楽しませていま
す。ありがとうございました。

北茨城市社会福祉協議会では、地域住民の方々や福祉関係機関等のご協力をいただき、
北茨城市における地域福祉の推進に努めております。
会員となられる皆様からお寄せいただく社協会費は、要援護者への支援やボランティア

の育成などの地域福祉推進のために活用させていただいております。会員の皆様には、日頃
より地域福祉への理解をいただき、深く感謝申しあげます。
さて、社協会費につきまして、常会長・班長の方々にお取りまとめをしていただいてお

りますが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大リスクを鑑みまして、会員募集の時期を
延期させていただいております。
日程が決まりしだい、改めてご案内申し上げますので、皆様のご理解・ご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。

北茨城市商工会 女性部 様

JX金属株式会社磯原工場 様

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2年2月1日～令和2年4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）

木皿942会　八幡　喜美男
神岡団地３号棟
根本　明寧・泰地
磯　新　食　堂
重 岩 共 栄 会
上小津田第一（２回）
㈱菅原工務店
病院ボランティア
粟 野 千 寿 会
石　井　正之助
汐見ケ丘寿楽会
ボランティアグループかたつむり
石岡ときわ老人会
尾　亦　澄　斗
退職公務員連盟
泉　　　満　代
丸　山　信　一
柴　田　良　一
駒木根　孝　雄
大津復興住宅１号棟
匿　　　　　名（15回）

五浦ガイドグループ
飯　塚　建　男
石　井　酒　店（2回）
高　須　英　雄
清掃センター内シルバー職員一同
粟 野 楽 天 会
華川町　小　林
根　本　千　代（3回）
増　尾　洋　子
上相田昭友会（2回）
ひ ま わ り 荘
鈴　木　喜　武
大津町公民館
鈴　木　信　彦
戸井田　ヨシ子
齊　木　清　美（3回）
長　瀬　ツル子
北茨城グラウンドゴルフ友好会
汐見ケ丘ボランティアグループ（２回）
熊　田　マス子
シオン・メリッサ美容室

五浦ガイドグループ
増　尾　洋　子
㈲ ヤ マ サ ン
大津町公民館
鈴　木　信　彦
黒　木　　　徹
齊　木　清　美（3回）
マックス常磐㈱
さつきふれあい電話
北茨城グラウンドゴルフ友好会
更生保護女性会
汐見ケ丘ボランティアグループ
NOK㈱北茨城事業場
根本　明寧・泰地

NOKクリューバー㈱
としまや月浜の湯
ホンダカーズ北茨城
㈱菅原工務店
あ　し　た　ば
社会福祉法人ときわの杜
病院ボランティア
まごころサービス　代表吉田和弘
粟 野 千 寿 会
汐見ケ丘寿楽会
ボランティアグループかたつむり
退職公務員連盟
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

日立市　佐藤　元基：カードゲーム（2個）
匿　　　　　名：紙オムツ多数
北茨城市商工会女性部：車いす（1台）
JX金属㈱磯原工場：「童話の花束」137冊
匿　　　　　名：タオル多数（3回）
匿　　　　　名：雑巾多数
匿　　　　　名：折り箱多数
井　坂　英　敏：日用品多数
山 下 長 寿 会：折り箱多数
中　村　千佳子：将棋盤
退職公務員連盟：タオル多数
匿　　　　　名：タオル多数
匿　　　　　名：浴衣生地２反

そ　　　　　の　　　　　他

氏　　　名
みんなの作品展　ライフサポート平賀
㈲ワコウ測量設計
㈱サンユーストア―磯原中央店
㈱サンユーストア―中郷店
㈱サンユーストア―大津店
小　林　美代子
小　野　一　二
匿　　　　　名
匿　　　　　名
匿　　　　　名
社会福祉法人ときわの杜　理事長 鐵　幹男
ふたみ会　代表 鈴木　健司
まごころサービス　代表 吉田　和弘
匿　　　　　名
井　坂　英　敏

金　　額
6,600円
20,000円
13,974円
13,877円
78,428円
25,000円
20,512円
2,533円
2,500円
1,649円
30,000円
8,252円
3,000円
20,000円
13,511円

結ちゃんの今日このごろ
　最近メディアでよく耳にするソーシャル
ディスタンスという言葉。これは直訳すると
「社会的な距離」という意味です。社会福祉
協議会では、だれもが安心して暮らせる街づ
くりを基本理念とし、活動しています。しか
し新型コロナウイルスの影響で、地域のつな
がりが失われようとしています。このような
ときだからこそ、三つの密は避けても「心の
密」は保っていきましょう。 
　大切な人を守るために、そしてご自身の命
のためにも、今一度「距離」について考えて
みませんか？地域が一丸となって、この事態
を乗り越えましょう。

距離をとって
過ごそう！

互いに
思いやりを。

ソーシャルディスタンス

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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〒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/
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