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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。

～自分のまちをよくするしくみ～
　令和 4年 10 月 1日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まり、今年度も市内
各世帯や学校募金、幼稚園、保育園募金そして設置募金など多くの皆さまからたくさ
んご協力をいただきました。

共同募金運動ご協力
ありがとうございました
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社協事業案内⑫

こんなサービスあったんだ！

借金が払えない…

交通事故にあってしまった…

高額請求が
きたけれど
どうすれば
いいの？

相続はほっ
といても大
丈夫？

離婚するのに
はどんなこと
を決めればい
いの？

・事前予約制の先着順、１日先着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

　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

困ったときにはまず相談を！！

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

開 催 日

４月　３日（月） ７月１０日（月） １０月　２日（月） R ６年１月１５日（月）
５月　１日（月） ８月　７日（月） １１月１３日（月） R ６年２月　５日（月）
６月　５日（月） ９月　４日（月） １２月　４日（月） R ６年３月　４日（月）

相談方法

令和５年度令和５年度
法律相談会のお知らせ法律相談会のお知らせ

～法律相談事業～～法律相談事業～

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）
申 込 先 ０２９９－３６－２０２０

相談
無料

予
約
制
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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、皆様よりお寄せいただいた募金を基に、支援を必要としてい
る方々（ひとり暮らし、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

草ぬき

家事援助サービス事業実施件数　２２４件
草刈り・草抜き･･･････････････ ３５件
障子張り･････････････････････ ５５件
廃棄物処理･･･････････････････ ５８件

窓ガラス掃除･････････････････ ３２件
網戸張替え･･･････････････････ ４４件

歳末たすけあい運動事業報告

募金総額4,249,561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 3,893,800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 154,129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 57,626円
法 人 募 金 企業・法人へダイレクトメール等により寄付をお願いする募金 50,000円
イベント募金 イベント参加者に寄付をお願いする募金 1,022円
その他の募金 上記のどこにも当てはまらない募金 92,984円

令和４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 7,639 件 7,639,000 円
賛助会費 …12 件 36,000 円
特別会費 77件 790,000 円
合　　計 7,728 件 8,465,000 円

令和４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

３口

箕輪リース株式会社

１口

有限会社オーエムメディア

有限会社小林自動車

株式会社末広商店

有限会社三松タクシー

株式会社ライスミル

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

有限会社吉﨑モータース

Ｋマート　はまだ

水飼商店株式会社

有限会社　保険ソリューション

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

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

株式会社クワジマ

小沼商事株式会社

株式会社ヤマニ

有限会社高野電子工業

藤﨑建設工業株式会社

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

株式会社サポート

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

齋藤建設株式会社

株式会社倉川製作所

有限会社大蔵

株式会社久米工務店

株式会社久力製作所

原運輸有限会社

有限会社北浦タクシー

マツヤ

勢司商会

千ヶ崎歯科医院

株式会社山勝建設

有限会社根本商店

北浦交通有限会社

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

清宮電気株式会社

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

須田石油

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

株式会社タカサキ

有限会社満洲工務店

小野村工業株式会社

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

貝塚建設株式会社

有限会社　東関東サービス

令和４年度 社会福祉協議会会費実績

令和４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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いつでも「自分」でいられる「居場所」になります

　　ドリームハウスってどんなところ？
　地域交流や創作活動の場、相談受付等を行う「地域活動支援センター」と障がいのある方に対し
て就労の機会を提供し、就職に向けての知識・能力を身に付けていけるように支援する「就労継続
支援B型」の２つを行う多機能事業所です。
　利用者様それぞれの気持ちやペースに寄り添い支援させていただきます。

　　事業所概要

　　イベント・活動
　作業以外にも「クラブ活動」「お誕生会」「クリスマスパーティー」等の施設内活動や「お花見」
「ボーリング」「初詣」等の施設外活動を利用者様それぞれが自分のペースで楽しめるように日々考
えています。

★見学随時募集中★

　　お問い合わせ
住　所：行方市麻生 2744-23　　電　話：0299-72-0054　　ＦＡＸ：0299-77-8821
メール：dream-house.2009@bz01.plala.or.jp　　Twitter：https://twitter.com/nc_dream_house
Ｈ　Ｐ：http://www.yokattanet.jp/flame/kaigo/syoshien.html

　　手工芸品の紹介
　大賀ハスや事業所で育てている綿の花を使っ
た手工芸品や牛乳パックを利用したイスを利用
者と職員が心をこめて作っています。
　事業所での直接販売の他、行方市観光物産館
「こいこい」、天王崎観光交流センター「コテラ
ス」、スズキアリーナ行方（有）吉崎モーター
スで販売しております。
※出店協力者随時募集中

利用対象者 15 歳以上で療育手帳もしくは身体障害者手帳をお持ちの方
※地域活動支援センターは上記以外の方もご利用可能です。

利用可能日 月曜日　～　金曜日
※行事等により休日が開所日になることがあります

利用可能時間 ９時 30 分から 15 時 00 分
送迎 無料（市内）※市外の方は要相談となります。

作業内容
※将来の希望や、状況に合わせて作業活動を行っ

ています。作業における収入は「工賃」とし
て従事した内容と時間に応じて分配されます。

協力企業からの内職作業
清掃活動・管理作業
創作活動
※詳しくはパンフレットをご覧ください。

ミュージック・ケアの様子 ミニ運動会の様子 クリスマスパーティーの様子

行方市障害者地域活動支援センター「ドリームハウス」
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　令和 4年 10月 18 日（火）麻生東小学校 4年生がインスタン
トシニア体験（高齢者疑似体験）を行いました。児童たちは、手首・
足首・膝に重りやサポーター、
白内障体験用ゴーグル、耳栓を
つけるなどし、階段の昇降や、
辞書を引くなどの体験を行いま
した。
　今回の体験が児童のみなさん
にとって、高齢者や障がい者と
の関わりに少しでも役にたてた
ならうれしく思います。

　福祉体験は、高齢者や障がい者への正しい理解促進を目的
とし、視界が全く見えない状態を体験する「アイマスク体験」・
車いすの操作を勉強し、実際に座ってみて不便さを感じる「車
いす体験」・高齢者の疑似体験をする「インスタントシニア体
験」・ボランティアサークルである『みんなの手』『相生会』『ほ
たる灯』の協力のもと、挨拶や自己紹介など日常でよく使う
手話を勉強する「手話体験」・朗読ボランティアサークル『虹
の会』の協力のもと、実際に点字器を使って点字の勉強をす
る「点字体験」などのメニューがあります。
　行方市社会福祉協議会へお気軽にお問合せください。

福 祉 体 験 実 施を し ま し た ！
☆体験を通して福祉の心をそだてましょう☆

　令和４年 12月４日（日）麻生公民館を会場にチームエールが他団体と連携し、ひと
り親世帯の方などへお弁当の配布をしました。
　コロナ禍で仕事や生活を制限されている方は ､長期化により増加し潜在化してしま
います ｡私達はこの状況下 ､少しでも多くの方にエールを届けられるよう今後も活動
に取り組んでまいります。

エールを送り隊♪ お弁当による生活サポートを実施しました。
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サロン活動 ど ん など ん な こ と を　
こ と を　

し て い る の ？
し て い る の ？

☆今までの活動☆

〇季節の歌や動揺を歌う　　〇健康吹き矢　　　〇スクエアステップ　　〇金魚すくい
〇シルバーリハビリ体操　　〇ビンゴゲーム　　〇認知症予防運動やゲーム
〇おしゃべりタイム（実はこれがメインです）

♪ゆ～きやこんこ
　　　あられやこんこ♪
子供のころを思い出すね。
若返った気分だわ。

　シルバーリハビリ体
操で体をのばして気持
ちよかった～。身体も
喜んでいるわ

　コロナ禍で近所の人とも話
をする機会が減ってしまっ
た。顔を合わせておしゃべり
をするのは楽しいね。

　手と足どっちも
動かすのって案外
難しいよね。脳に
も良い刺激だね。

　福笑い
しばらくぶりで
こんなに笑った

ちがう。ちがう。
もっと右だよ。そうそう。
その調子！がんばれ。

バレンタインの
チョコづくりです♥

誰にあげるのかな？
わたしが食べるの（笑）

よ こ ま ち サ ロ ン
い まの
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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11月1日から令和5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。

　「あおぞら NO68」が発行される頃は、春
の日差しが暖かく感じる季節になっている
でしょうか？
　ちょうど「編集後記」を書いている最中、
成人式についてニュースで取り上げていま
した。「with コロナ」となりつつある今日、
成人式も賑やかに開催され喜ばしい限りで
す。ニュースでは、従来通り 20 歳で「20
歳の集い」と名を変え開催する自治体、は
たまた 18 歳を対象として成人式を行う自治
体、考えが様々なのがなんとも不思議な感
覚です。ちなみに、行方市は 20 歳を対象
で開催されていました。個人的にはその方
が自然だと思ってしまいます。写真を拝見
しましたが、20 歳をお迎えになった皆様が
とても初々しく、うらやましくもあります。
ぜひ地元行方を愛し、大きく成長されるこ
とを期待致します。
　また、私が身を置く福祉業界は、まだま
だコロナ感染の恐怖と戦う日々が続いてい
ます。今年こそは、さらにコロナ禍におけ
る生活がもっと自由なものとなり、すべて
の方が活気ある生活が送れるようになる事
を願うばかりです。 金井　裕子

編
集
後
記

編
集
後
記

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

　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、情報交換をしましょう。
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」
○開 催 日：3月6日（月）　4月10日（月）
　　　　　　5月1日（月）　6月 5日（月）
○時　　間：13時30分～ 15時00分
○申し込み・お問い合わせ：
　行方市地域包括支援センター　☎0299-55-0114

～介護の悩みなどみんなでお話ししませんか？～

行方市商工会女性部

更生保護女性会玉造支部

行方市商工会青年部

更生保護女性会麻生支部

自由参加

＜参加者の声＞
・自分が介護者としての覚悟をもてた。
・認知症を正しく理解するためにも話
　を聞く場は必要だと思う。　　
・介護者同士のつながりや分かち合い
　ができた。

水戸ヤクルト販売㈱

行方ライオンズクラブ

㈲東関東サービス

寄付金
預　託　者　名 金額（円） 指定先

チームエール 4,400 無指定
行方ライオンズクラブ 30,000 無指定
行方わくわくスポーツクラブ 10,198 無指定
連合茨城鹿行地協 10,000 無指定
中野秀昭 20,000 無指定
匿名 10,000 無指定
物品寄付

預　託　者　名 預託品 指定先
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

行方市商工会青年部 米・カップ麺他 無指定
行方市商工会女性部 タオル 無指定

水戸ヤクルト販売㈱ 車いす2台
体重計・扇風機 無指定

㈲東関東サービス 車いす 無指定


