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この広報紙は赤い羽根共同募金の配分金により発行しております。

　行方市立麻生東小学校において、ボランティアグループのみなさんの協力により４
年生を対象に手話体験について行われました。
　今後も、社会福祉協議会では福祉体験を推進してまいりますので、体験を希望され
る場合は、お問い合せください。

児童の感想
★手話を覚えるのは大変でしたが、いつか手話を生活で使えるようになりたいです。
★自分の名前を手話で覚えることができて、とても楽しかったです。

手話体験
学習
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　本年度も赤い羽根共同募金運動に、多大なご協力をいただきありがとうございました。
戸別募金をはじめ、各募金にご協力いただきました皆様方に心より厚く御礼申し上げます。
　皆さまからお寄せいただいた募金は、行方市の地域福祉向上のために活用させていただ
く他、市町村を越えた広域での活動や、災害時の活動に役立てられます。

　「歳末たすけあい運動」を、赤い羽根共同募金運動の一環として実施しました。
　この事業は、支援を必要としている方々（ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者
世帯、障害者世帯）が地域で安心して新年を迎えていただくために、以下のよ
うな家事援助サービスを実施いたしました。
　なお、事業を実施するにあたり、取りまとめを民生委員さんに、事業実施に
関してはシルバー人材センターの皆さんにご協力をいただきました。ありがとうございま
した。

窓ふきの様子草刈りの様子

家事援助サービス事業実施件数・・・・・（220件）
草刈り・草抜き････････････････ 31 件
障子張り･･････････････････････ 59 件
廃棄物処理････････････････････ 51 件

窓ガラス掃除･･････････････････ 36 件
網戸張替え････････････････････ 43 件

歳末たすけあい運動事業報告

募金総額4,156,453円
募金の種類 内　　　容 金　　額
戸 別 募 金 各世帯を対象に寄付をお願いする募金 3,759,700円
学 校 募 金 児童・生徒の福祉教育の一環として実施される募金 247,568円
職 域 募 金 企業・官公庁等の職員に呼びかけて寄付をお願いする募金 62,295円
イベント募金 様々なイベント参加者に寄付をお願いする募金 3,130円
そ の 他 上記のどこにも当てはまらない募金 83,760円

令和３年度 赤い羽根共同募金実績報告
募金運動にご協力ありがとうございました

【歳末たすけあい事業活動の様子】
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　本年度も社会福祉協議会の会員募集を実施させていただき、多くの方に会員としてご加
入をいただきました。
　皆様から寄せられました会費は、給食サ－ビス事業やボランティア活動の推進、在宅生
活支援事業など、地域福祉を推進していくための財源として活用させていただきます。
　会員としてご加入いただいた皆様に改めてお礼申し上げます。

一般会費 7,761 件 7,761,000 円
賛助会費 20 件 60,000 円
特別会費 96 件 980,000 円
合　　計 7,877 件 8,801,000 円

令和３年度 行方市社会福祉協議会会員加入
ありがとうございました

２口

土子コンクリート工業株式会社

マツヤ

１口

有限会社オーエムメディア

有限会社小林自動車

有限会社はしもと

株式会社末広商店

有限会社三松タクシー

株式会社出沼三郎商店

株式会社ライスミル

株式会社大盛電機商会

株式会社筑波銀行麻生支店

佐原信用金庫麻生支店

株式会社常陽銀行麻生支店

有限会社出沼石油店

平山設備工業株式会社

有限会社フジ電気設備

有限会社小貫自動車

株式会社ミノワ

有限会社吉﨑モータース

Ｋマートはまだ

有限会社保険ソリューション

有限会社平山商事

麻生印刷

有限会社根本保険事務所

株式会社フルウチ

特別養護老人ホームあそうの郷

小沼診療所

朝倉診療所

なめがたしおさい農業協同組合

行方市損害保険専業代理店組合

高須自動車工業

ボディ－ショップＧ－ fl ag 

株式会社クワジマ

小沼商事株式会社

株式会社ヤマニ

株式会社宮内土建

株式会社ダイコウ測量設計

有限会社高野電子工業

藤﨑建設工業株式会社

有限会社華のれん

ハートラインヤマグチ

高橋建設株式会社

介護老人保健施設リヒトハウス北浦

有限会社インテリアコバヤシ

カネカ関東スチロール株式会社

株式会社鹿行畜産

有限会社田中電気工事

特別養護老人ホームきたうら

有限会社溝口工業

齋藤建設株式会社

株式会社羽生工務店

北浦肥料株式会社

株式会社倉川製作所

株式会社久米工務店

株式会社久力製作所

有限会社北浦タクシー

勢司商会

株式会社山勝建設

有限会社根本商店

北浦交通有限会社

株式会社井川食品

有限会社石田モータース

株式会社Ａ－１建築事務所

有限会社風間タクシー

霞観光株式会社

吉藤運送株式会社

有限会社斉藤商事

有限会社なめがたサービス

株式会社常陽銀行玉造支店

清宮電気株式会社

株式会社髙塚製作所

株式会社根崎工務店

ピー・エス・コンクリート株式会社茨城工場

株式会社フィルド食品

水戸信用金庫玉造支店

菅谷電業

介護老人保健施設かすみがうら

特別養護老人ホーム玉寿荘

金塚医院

土浦協同病院なめがた地域医療センター

株式会社竿台石油

松沢書店

株式会社松本

有限会社兼平工務店

株式会社タカサキ

常陽開発工業株式会社

有限会社満洲工務店

小野村工業株式会社

堀田自動車サービス工場

株式会社イノバ工業

塚本建設株式会社

有限会社貝塚運輸

株式会社中村工務店

井坂歯科医院

貝塚建設株式会社

有限会社東関東サービス

令和３年度 社会福祉協議会会費実績

令和３年度 特別会員としてご協力いただいた皆様 順不同・敬称略
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　本年度より行方市社会福祉協議会・行方市ボランティア連絡協
議会の共催でボランティア登録団体を４分野 (高齢福祉、地域福
祉、障害福祉、生活支援 )にわけてより活動内容に即した研修会
を実施しました。

常陸太田市社会福祉協議会　主幹　四倉大光氏
講演内容：令和元年 10月に発生した台風 19号での水害被害で災害ボランティアセンター

開所・運営された様子
地域福祉分野ボランティア 30名参加

茨城ＮＰＯセンター・コモンズ　事務局長　大野覚氏
講演内容：茨城県内の子ども食堂の状況とコロナ禍の運営について
生活支援分野ボランティア 20名参加

　「過去の災害から学ぶこと」と題した
研修会に参加した。令和元年に常陸太田
市で発生した河川の氾濫時、被災状況が
日々変化する困難な状況のもと、災害ボ
ランティア等の支援活動をいかに被災者
の救援、復旧に繋げていったか等を実践
事例に学ぶことができました。

　今回の研修会は、テーマが県内の子ど
も食堂に関することでしたので、何かし
らこれからの私達の活動に参考になるの
ではと参加しました。“エール”の方々
も参加していたので、何かしら私たちと
コラボできることがあるのではないかと
感じました。住み良い町にするのには一
人一人の力は弱くても仲間がいて協力し
あえれば前を向けます。
　研修会に参加してそう実感しました。

専門分野ボランティア研修会を開催しました。

参加ボランティアの声

参加ボランティアの声

地域福祉分野ボランティア研修会　12月 9日（木）①

生活支援分野①ボランティア研修会　12月 17日（金）②
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○無料弁当配付（R４）
４/３（日） 麻生地区
７/３（日） 玉造地区
12/４（日） 北浦地区
○配布場所
※現在調整中※

食育栄養コンサルタント
食育実践プランナー
野菜スペシャリスト
ジュニア野菜ソムリエ
などの資格を持つメンバー
が活躍しています。

エール　代表：金田弥生
yell_namegata2020@yahoo.co.jp

　地域ボランティア団体「エール」が、コロナ禍で仕事や活動が制限されているひとり親
世帯を支援するプロジェクトをスタートしました。

　サポートを希望される方、お問い合わせは下記までメールで
ご連絡ください。今後の活動情報などをお知らせします。

団体毎にスポーツ体験会を開催しました。

ひとり親世帯サポート活動はじめました！！

　新型コロナウイルス感染症へ配慮した形で、行方市スポーツ推進委員となめがたふれあ
いスポーツクラブ協力のもと団体毎に分けて小規模なスポーツ体験会を開催しました。
　11月には絆Nexusとワークセンターステラの２事業所に参加いただき、フライングディ
スクやボッチャ、卓球バレーなどを楽しみました。３月にはいきいきサポートセンターコ
スモス館、行方市障害者地域活動支援センタードリームハウス、障害者就労支援事業所フ
リーダムの３事業所に参加いただき、開催する予定です。

活動内容（予定）

問合せ

メンバー

【エールを送り隊】

ワークセンターステラ　卓球バレーの様子絆Nexus　フライングディスクの様子
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皆様からの寄付金・預託金（順不同・敬称略）

　令和３年11月１日から令和４年１月31日までに
善意をおよせいただいた方々をご紹介いたします。
皆様からの善意は行方市のさまざまな福祉活動に使
わせていただいております。
皆様からの温かいご寄付に心より感謝申し上げます。

　広報委員となった頃、社協さんは無縁の所と
思っていました。しかし、義母の入院で介護認
定を勧められ、社協さんに相談。市役所の方か
ら認定を受けました。その後退院となり利用す
ることなく過ごしていましたが、少しずつ年老
いていく様子に、初めてケアマネさんに相談し
ました。家族に介護問題が起きると介護する側
もされる側にも負担が生じるという話を耳にし
たことがありますが、保険制度について知って
おくだけでも先々の心配が軽減。施設利用だけ
でなく、自宅での介護にも利用でき、介護のプ
ロの方々とお話しするだけでも心が軽くなりま
す。介護をしている方々の懇談会もあると伺い、
同じ立場の方々と話す機会を持つことも、心の
ゆとりに繋がるのではないかと思います。
　年は誰もが平等にとるもの。今は健康に過ご
している方にも、介護が必要となる時がくるか
もしれません。そんな時のためにも、今はまだ
縁遠い方との懸け橋にこの冊子が活用されてい
くことを願っています。

横田照実

編
集
後
記

編
集
後
記

寄付金
預 託 者 名 金額（円） 指定先

匿名 10,000 無指定
鹿行地域労福協 10,000 無指定
行方わくわくスポーツクラブ 11,247 無指定
四鹿東組 16,465 無指定

物品寄付
預 託 者 名 預託品 指定先

匿名 醤油・サラダ油 無指定
匿名 米30kg ボランティア活動
髙寺ひとみ 生理用品 無指定
更生保護女性会玉造支部 シクラメン1鉢 無指定
更生保護女性会麻生支部 シクラメン1鉢 無指定

委 員 長　 熊谷　一男
副委員長　 理崎　道子
委　　員　 金井　裕子
　　　　　 菅谷　京子
　　　　　 磯山　正子

委　　員　 代々城千尋
　　　　　 髙栁　利子
　　　　　 大原　　孝
　　　　　 横田　照実
　　　　　 稲川　　勝

広 報 委 員

　弁護士による無料相談を毎月１回実施してい
ます。一人で悩まずにまずは相談会にお出かけく
ださい
★相談方法
・事前予約制、先着各６名までとなります
・開催時間は午前10時から正午まで、おひと
り20分以内の相談時間になります
・面談での相談となります、電話での相談は
行っておりません

★会場
行方市地域包括支援センター
（住所　行方市玉造甲 478 番地 1）

★開催日
★申込先　0299-36-2020

4月 4日㈪ 7月 4日㈪ 10月 3日㈪ R5年 1月23日㈪

5月 9日㈪ 8月 1日㈪ 11月 7日㈪ R5年 2月 6日㈪

6月 6日㈪ 9月 5日㈪ 12月 5日㈪ R5年 3月 6日㈪

　日頃一人で抱えている介護のス
トレスなどをみんなで話し合い、
悩みを共有し、情報交換すること
で、少しでも気持ちが軽くなれば
という思いで行っております。
　介護に悩んでいる方・興味がある方・ぜひ参加
してみてください！
★会場　天王崎観光交流センター
　　　　「コテラス」２階多目的室
★時間　午後１時 30分～午後３時
★開催日
3月 7日㈪ 6月 6日㈪ 9月 5日㈪ 12月 5日㈪

4月11日㈪ 7月 4日㈪ 10月 3日㈪ R5 2月 6日㈪

5月 2日㈪ 8月 1日㈪ 11月 7日㈪ R5 3月 6日㈪

申込・お問合せ先　行方市地域包括支援センター
　　　　　　　　　電話：0299-55-0114

～介護者同士が集う場～

令和４年度法律相談会のお知らせ

介護者のつどい 自由参加

更生保護女性会玉造支部 更生保護女性会麻生支部

　視覚障害など目の不自由な方へ朗読ボランティアの方が朗
読した「社協広報誌　あおぞら」や「市報　なめがた」をお
届けしています。
　希望される方は行方市社会福祉協議会へお申込みください。


