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社協事業案内⑪～生活支援体制整備事業～

こんなサービスあったんだ！

　各協議体（旧小学校区）を訪問すると、地域ならではの情報や課題をもとに様々
な事業に展開することがはじまっています。
　ほんの一部ですが、地域の皆さんの活動を報告します。

この事業について
の詳細等、第 59 号
に掲載をさせてい
ただいてます。

　地域住民の皆さんが、年をとっても誰もが安心して暮らし続けられるよう、地区
の区長・民生委員・消防団など様々な人々が連携をしながら、地域の中で「何が必
要で、何を望むのか」などの生の声を拾い集めること、そして協議体（旧小学校区）
で話し合うことから地域の支えあいのしくみ作りへとつなげていく役割を担ってい
ます。

地域にはステキな活動がもりだくさん

①①市営路線バスで行く福祉施設見学会を実施しました。市営路線バスで行く福祉施設見学会を実施しました。
　　（（旧旧玉造西小学校区第２層協議体）玉造西小学校区第２層協議体）

②避難所運営をゲームで体験しました。②避難所運営をゲームで体験しました。
　　（（旧大和第３小学校区第２層協議体旧大和第３小学校区第２層協議体））

③ひとり一品運動を実施しました。③ひとり一品運動を実施しました。
　（旧太田小学校区第２層協議体　（旧太田小学校区第２層協議体））

④宇崎区で防災訓練を実施しました。④宇崎区で防災訓練を実施しました。
　　（（宇崎区第３層協議体宇崎区第３層協議体））

生活支援コーディネーター
（社協職員）

この紙面についてのお問い合わせ　0299-36-2020　地域福祉係までこの紙面についてのお問い合わせ　0299-36-2020　地域福祉係まで
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令和４年度ボランティア分野別研修会を開催令和４年度ボランティア分野別研修会を開催
　コロナ過でなかなかな開催が出来なかった研修会でしたが４分
野に分けそれぞれの登録グループが少しでも専門的に学べるよう
以下の日程で実施しました。
　なお、障害分野のボランティア研修については、２月に障害者
スポーツについて取り組む予定です。

対象　６団体
内容　地域の居場所づくり
期日　令和４年１０月１３日（木）　
　　　午後２時開会
会場　地域包括支援センター　研修室
講師　茨城 NPO センター・コモンズ
　　　事務局長　大野　覚　氏
参加　２７名

対象　６団体
内容　感染予防対策の基礎知識
期日　令和４年１０月２０日（木）
　　　午前１０時開会
会場　地域包括支援センター　研修室
講師　茨城県衛生研究所企画情報部
　　　主任研究員　永田　紀子　氏
参加　２０名

対象　５団体
内容　県内のフードパントリー実施状況
期日　令和４年１０月２０日（木）　
　　　午後２時開会
会場　地域包括支援センター　研修室
講師　NPO 法人セカンドリーグ茨城
　　　理事長　横須賀　聡子　氏
参加　１７名

対象　５団体、個人
内容　食べることが健康につながる
期日　令和４年１０月２５日（火）
　　　午前１０時開会（団体）　
　　　午後　２時開会（個人）
会場　地域包括支援センター　研修室
講師　認定栄養ケア・ステーション
　　　それーゆ　代表　吉田　順子　氏
参加　団体２５名　個人９名

地 域 福 祉

高 齢 福 祉

生活支援①

生活支援②
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全国大会に向けて熱戦を繰り広げる !!全国大会に向けて熱戦を繰り広げる !!
　10 月 13 日（木）茨城県立笠松運動公園において、第 27 回茨城県健康福祉祭いば
らきねんりんスポーツ大会が開催されました。スポーツを通じて健康の増進を図ると
ともに、地域間の交流を深め明るく活力ある長寿社会づくりを目的として毎年開催さ
れています。
　本大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、３年ぶりの開催となり、県内
各地より大勢の方々が参加され、行方市
からは、ゲートボール・ペタンク・輪投げ・
グラウンドゴルフの各種目に出場し、日
ごろの練習の成果を発揮していました。
　惜しくも入賞とはなりませんでしたが、
はつらつとプレーされていました。選手
の皆さんお疲れ様でした。

　9 月 21 日（水）ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨
城県民文化センター）において、第 61 回茨
城県老人クラブ大会が開催され、地域の老人
クラブ会長等として長期にわたって活動発展
に尽力されてきた下記の３人の方が表彰を受
けられました。

　■老人クラブ功労者（順不同・敬称略）
　　伊東　洋一郎（鶴亀クラブ）
　　椎木　敏男（籠田長和会）
　　貝塚　冨雄（八木蒔親和会）

第６１回茨城県老人クラブ大会第６１回茨城県老人クラブ大会
～長年の功績をたたえる～～長年の功績をたたえる～

ペタンクペタンク 輪投げ輪投げ

ゲートボールゲートボール グラウンドゴルフグラウンドゴルフ
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令和４年度歳末たすけあい事業実施日のご案内令和４年度歳末たすけあい事業実施日のご案内
　今年度の歳末たすけあい事業につきまして、各地区
の実施日が決まりましたので、ご案内申し上げます。

歳末たすけあい事業実施予定表（各地区）
　・麻生地区　12月… 7日（水）　
　　　予備日　12月14日（水）
　・玉造地区　12月… 8日（木）
　　　予備日　12月15日（木）
　・北浦地区　12月… 9日（金）
　　　予備日　12月16日（金）
※予備日について、雨天等により変更の場合がありますので、
ご了承下さい。

　社会福祉に功績のあった個人や団体が表彰される社会福祉大会、10月
19 日（水）「ザ・ヒロサワシティ会館　大ホール」において 4年ぶりに
開催されました。今大会、行方市から社会福祉に携わる方の中から下記
の 13名の方が表彰を受けました。表彰者の方の、これまでの功労への敬
意と感謝を表すとともにますますのご活躍を祈念いたします。

　この度は、表彰をしていただきありがとうございました。母の介護をきっかけに
ヘルパーとして活動し始めたのが行方市社協でした。出来ないこと、分からないこ
とがたくさんありましたが、その度周りの方に教え助けてもらいながら、自分自身
も成長できた15年間でした。今まで続けられたことに感謝し、身に付けたことを役
にたてながら、これからも歩んでいきたいと思います。…… 小室　弘子　

知事表彰　　　　　　　　　　　【社会福祉施設職員】
　麻生こども園　　　栗又真由美　　方波見裕美　　岡㟢真知子
　　　　　　　　　　加藤みどり　　渡邉　珠美
茨城県社会福祉協議会会長表彰　【社会福祉施設職員】
　龍翔寺こども園　　諸岡由香利　　宮内　智美　　中村　真理
　　　　　　　　　　大久保里美　　本田　智子　　篠塚久美子
　麻生こども園　　　箱岩真由美
　　　　　　　　　　　　　　　【ホームヘルパー】
　行方市社会福祉協議会訪問介護事業所　　小室　弘子

表彰者（順不同・敬称略）

茨城県社会福祉大会開催 !!第７２回

表彰者の喜びの声

表彰

シルバー人材センターの皆さん
毎年お世話になります
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皆様からの寄付金・預託金（順不同・敬称略）

　令和4年8月1日から10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。

　早いもので今年も残すところあとわずかとなり
ました。
　クリスマスが近づくと、息子が「サンタさん、
ここからはいってください。」と、鍵をあけ窓ガ
ラスに張り紙をしサンタを待ったエピソードを懐
かしく思い出します。
　願わくば、サンタさん（？）にコロナの終息と
世界平和を懇願したいですね。
　来年は皆ともっと楽しめる年になるといいな、
いやそうしたいと思います。 加藤たか子

編
集
後
記

編
集
後
記

寄付金
預　託　者　名 金額（円） 指定先

本澤　稔 20,000 無指定
羽生敏紀 10,000 無指定
寺内泰夫 30,000 無指定
絆結会 123,619 無指定

委 員 長　 理㟢　道子
副委員長　 松澤久美子
委　　員　 金井　裕子
　　　　　 熊谷　一男
　　　　　 大原　孝

委　　員　 磯山　正子
　　　　　 横田　照実
　　　　　 加藤たか子
　　　　　 宮内　和子
　　　　　 土子　秀明

広 報 委 員

物品寄付
預　託　者　名 預託品 指定先

㈱セブン－イレブン
・ジャパン

食料品84箱
雑貨12箱 無指定

行方市小高 S.H 玄米2俵 無指定
茨城大学農学部 /
コマツ茨城㈱ 玄米5俵 無指定

天台宗茨城仏教
青年会

お供え物一式
（玄米・調味料・飲料・乾麺等） 無指定

匿名 タオル 無指定
匿名 玄米2俵 無指定
匿名 玄米1.5俵 無指定
匿名 玄米1.5俵 無指定

　視覚障がい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
「社協広報紙　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。

　ご家庭で介護をされている方や介護の経験が
ある方が集まり、自由に話していただく「介護者
のつどい」を開催しています。日頃から抱えてい
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・どなたで
も自由参加ですので、ぜひご参加ください！

○開催場所：天王崎観光交流センター「コテラス」2階多目的室
○開 催 日：令和4年12/5（月）
　　　　　　令和5年 2/6（月）、3/6（月）
○時　　間：13時30分～ 15時00分
○申込・お問い合わせ
　行方市地域包括支援センター　☎0299-55-0114

介護者のつどい 
～介護の悩みなどみんなでお話ししませんか？～

㈱セブン－イレブン・ジャパン

絆結会

茨城大学農学部 /コマツ茨城㈱

天台宗茨城仏教青年部

　ひとり親家庭等のお子様に入学祝い品
（体操服半袖・半ズボン）をお贈りします。
対 象 者
行方市に住所を有する小・中学校入学児童と同居
する世帯の養育者で、次の各号のいずれかに該当
する世帯（申請日現在）
　１）ひとり親世帯（母子・父子世帯）
　２）両親のいない子の世帯
※養育者が婚姻関係にあると認められる世帯は
対象外となります。

申請期間　令和４年12月１日～令和５年２月15日
　　　　　持参・郵送にて受付
※土曜・日曜・祝日はお休みとなります。
申請書は社会福祉協議会事務所（本所・麻生出張所）・
行方市役所こども福祉課窓口等に設置しております。
ホームページよりダウンロードも可能です。
受取方法
申請後対象と認められた方へ郵送で引換クーポ
ン券をお送りします。（引換クーポン券取扱店に
て体操服を購入時にご利用ください）
申 込 先　行方市社会福祉協議会
　　　　　☎ 0299-36-2020

令和４年度小学校・中学校新入学祝い品の贈呈

参加者募集

＜参加者の声＞
・ほかの人と話をすることで、自分だ

けじゃないことが分かる。
・認知症を理解するためにもほかの

人の話を聞くことが大切だと思う。
・将来の自分のためにも行くのもいいと思った。

この事業は赤い羽根共同募金配分金により実施しています


