
わくわく戸外活動
　障害者センターでは、生活介護事業の戸外活動
として国営ひたち海浜公園に出かけました。天候
に恵まれ、季節の花々が咲く園内をグループごと
に散策し、シーサイドトレインに乗るなど楽しく
活動することができました。
　つくし教室では、かみね動物園に出かけました。
かわいいウサギに子どもたちも大喜び！子どもた
ちにとっては、動物とふれあいながら、集団行動
を学ぶ機会にもなりました。
　戸外活動を通じて活動の場を広げるとともに、

楽しい時間を共有しています。今後も活動を充実
させ、皆さんにとって楽しい居場所となるような
センターを目指していきたいと思います。
【問い合わせ】障害者センター　☎（282）4599

　報　　告　総合福祉センター「絆」
　　　　　　来館者アンケート結果について…… P２
　特　　集　身近な地域のボランティア！
　　　　　　地区社協……………………… P４～５
　支援情報　ひきこもり者等バックアップ事業
　　　　　　“ファーストステップ”について…… P６

Pick Up！

大きなゾウにびっくり！

シーサイドトレインに乗ったよ！

バラの香りにつつまれて

ウサギとの
ふれあい

（法人会員広告） ゼロエネルギーハウスはおまかせください。楽しい家づくりは、エンジョイホームへ　☎029－306－3411 1



　「絆」では、来館者の皆さまの声を今後の施設管理運営の参考にするため、
2018年10～12月の期間に来館者アンケートを実施しました（回収枚数512枚）。
　集計結果の一部と、いただいたご意見・ご要望をふまえた対応状況等をご報
告します。今後とも「絆」のご利用をスタッフ一同お待ちしています。

し すす・トケケンアンーターンン すセ アアア しンンンン すすトト ・ケン ンタタタタセ ケケケケセセ合 対対応応応状状況況をを報報告告告しまますす対応対対応状況を報告しまま対対応応応来来館館館館館館者者アアンンケケーートト結結果果来館館館館者者 ケ 結果果来館館者アア ケケ ト結果果来館来館 ンケー「「絆絆」」「「絆」」「絆絆」絆絆」絆絆」総総合合合福福祉祉セセンンタターーー福福祉 タ総総合福祉センター祉祉セ祉祉 ンターー ・・・総合福祉センター「絆」来館者アンケート結果・対応状況を報告します

ご意見をふまえて利用しやすくなった「絆」にぜひお越しください！

アンケート結果 (一部抜粋 )

⑤住民の皆さまにとって、さらに利用しやすい“東海村の福祉の拠点”となるための
　ご意見・ご感想・アイディア
　 ●子どもと大人がふれあえる場所にしたらいいと思う
　 ●住民の方の居場所の一つとして、もっと住民が活用していけたらいいと思います
　 ●種々の相談センターがあるといいと思う
　 ●絆の事業PRと具体的な案内を広報誌に記載し、見学会などの実施　など

①年代 ②利用頻度

③「絆」でよく利用する場所 ④「絆」の総合的な満足度（全体的な印象）
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　このようなさまざまなアイディアを参考に、これからも住民の皆さまと一緒に利用しやすい「絆」
の運営に努めていきます。引き続きご協力よろしくお願いします。

▲駐車場の樹木を伐採し、ロ－プを張り
直して駐車スペースを確保しました。

▲館内の案内掲示を増やし、おむつ交換ス
ペース等の場所をわかりやすくしました。

▲大広間の来館者用ポットに不具合がな
いか点検を行いました。

【問い合わせ】総務管理係　☎（282）2804

（法人会員広告） 楽しい部屋さがしは、ひと・住まい・みらい　東海住宅へ　☎029－282－84722



　「少しの時間、子どもを預かってもらえたら…」と困っているお母さんを助けてあげたい！
そんな気持ちを持っている方、保育サポーターとして活動しませんか？
　「保育サービス講習会」では、育児に役立つ知識や子育て支援事業に従事するために必要な技術を学
びます。保育サポーターとして活動したい方だけではなく、孫育てや子育て中の方、知識を深めたい方
など、どなたでも受講できます。年齢制限はありません。ぜひご参加ください! !
　講習会修了後は（一財）女性労働協会から修了証書が発行されます。

　高齢者や障がいのある方の健康維持を目的とした、水中体
操教室を開催します。水中では心拍数が上がりやすく、ウォ
ーキングや体操には心肺機能が高まる効果があります。ぜひ
ご参加ください。
期　間：2019年10月～ 2020年３月（全20回）
　　　　※日時等の詳細は下記までお問い合わせください。
場　所：総合福祉センター「絆」機能回復プール
対　象：村内在住の概ね40歳以上の方
参加費：9,000円/人
申込み：８月26日（月）～９月６日（金）の午前８時半～

午後５時15分に、身分証明書を持参の上、村社協
へ直接お申し込みください。
▼電話での受付はいたしません
▼応募多数時は抽選となります

　生活動作や転倒防止のための重要な筋肉を鍛え、同時に脳を刺激することにより、神経細胞を活性化
し、これを継続することで健康維持につなげることを目的としています。
期　間：2019年10月～ 2020年3月末までの火曜日（全18回）
　　　　※日時等の詳細は下記までお問い合わせください。
場　所：総合福祉センター「絆」多目的ホール
対　象：村内在住の概ね60歳以上の方
参加費：3,000円/人
申込み：８月26日（月）～９月６日（金）の午前８時半

～午後５時15分に、身分証明書を持参の上、村
社協へ直接お申し込みください。
▼電話での受付はいたしません
▼応募多数時は抽選となります

※詳細は広報とうかい８月10日号をご覧
いただくか、村社協までお問い合わせ
ください。

☆ 期日：10月～ 12月のうち11日間
☆ 時間：各日２時間～３時間程度　
☆ 場所：総合福祉センター「絆」
☆ 無料で託児を利用できます

「保育サービス講習会」 を実施します !!

【問い合わせ】総務管理係　☎（282）4300

【問い合わせ】地域福祉推進係　☎（283）4538【問い合わせ】地域福祉推進係　☎（283）4538

・以前より体力がついた！

・肩こり、腰痛が解消した！

・健康診断の結果が改善した！

・年代を問わず友達ができた！

参加者の声

申込締切
９月10日

（法人会員広告） シニアカード（火・金）キッズカード（水・土）５％割引　橋本機工金物㈱　☎029－282－1010 3



　地区社会福祉協議会（地区社協）をご存じですか？地区社協は、村内の６つの小学校区ごとに活動
しており、それぞれの地区ごとに、住民同士のふれあいや交流を深める活動を行っています。ボランティ
アである「ふれあい協力員」を中心に、「ふれあい食事会」や近隣住民同士による「見守りネットワー
ク事業」、子育てに関する事業など、さまざまな福祉活動を地域ごとに展開して
います。
　今回の特集記事は、皆さんの身近な場所で活躍している“地区社協”を紹介します。
皆さんの身近なところにも自分に合った活動があるかもしれません。地域内の
つながりづくりや、ボランティア活動を通した自身の生きがいづくりのために、
地区社協活動にぜひ参加してみませんか？

ここが特徴！
・敬老会や子育て支援において世代同士の
　交流があります。
・食育啓発事業で災害時の食事作りを実施してい
ます。
・サロンが10か所あり、地域の居場所が充実しています。

検索検索村社協【問い合わせ】地域福祉推進係　☎（282）2804

　村社協ホームページでは、各地区社
協の状況や、発行する広報紙等の掲載
を行っています。ぜひご確認ください。
　また、「地区社協活動を始めてみた
い！」などの活動相談も随時行ってい
ますので、活動に興味のある方は下記
までお問い合わせください。

　村社協ホームページでは、各地区社協の状況や広報紙等の
掲載を行っています。ぜひご確認ください。
　また、「地区社協活動を始めてみたい！」などの相談も随
時受けていますので、活動に興味のある方は村社協までお問
い合わせください。

▲敬老会で 80 歳以上の高齢
者をご招待

▲食育啓発事業で肉じゃが
スープと混ぜご飯を作り
ました

▲子育て支援事業で七夕の
飾りつけをしました

ここが特徴！
・単位自治会ごとに敬老会や
三世代交流などの行事を
行っています。
・月２回、高齢者を対象とした
ふれあい食事会を実施して
います。

▲地域活動に生かせるふれ
あい協力員研修

ここが特徴！
・「向こう三軒両隣り　声をかけ合い　助け合い」
をスローガンに、単位自治会ごとに福祉活動を
行っています。

▲子ども達と仲良くまゆ玉
づくり

▲食事会で一緒にニュース
ポーツ！

▲

75
歳
以
上
の
高
齢
者

を
対
象
に
敬
老
会
を

開
催
し
て
い
ま
す

ここが特徴！
・年８回の健康食事会では、高齢者を対象に
　ゲームと美味しい食事を提供しています。
・ふれあい敬老会や親子でクリスマスケーキ
　づくりなども実施しています。

▲毎年大人気！親子でクリ
スマスケーキづくり

▲カラダを動かしておいし
いご飯を食べよう

ここが特徴！
・村松小の児童と地域の高齢者を招待
し、世代間交流敬老会を行っています。
・真崎コミセンと舟石川三区の集
会所に分かれて、ふれあい食事
会を実施しています。

▲敬老会で歌を披露

佐藤 昭二さんは御年 92 歳！
約32年間、地域でボランティ
ア活動をしてきました。「長
年続けてきて良かった。自
分の後に続いてくれる人が
いてうれしい」といったお
話をしてくださいました。

ここが特徴！
・サロンや集会所開放型など
各地域の状況に合わせた活
動をしています。

・住民座談会等でアイディア
を出し合い、実際の活動に
生かしています。

▲住民座談会でアイディア出し

▲参加者が講師となり絵手
紙を教わることも

▲エンジョイサマースクー
ルで卓球

▲ふれあい協力員で調理研修

▲世代間交流で村松小学校
児童を招待

▲エンジョイサマースクー
ルで世代間交流

▲サロンで楽しくおしゃべり

い
つ
も

　
あ
り
が
と
う

▲おいしい手作り弁当で話
が弾みます

さとう しょう じ

地区担当

岡野 有里
おか  の　 　ゆ    り

地区担当

片岡 愛理
かた おか　え 　り

地区担当

大内 智弘
おおうち    ともひろ

地区担当

蛭田 寛子
ひる　た　 のり   こ

地区担当

仲田 瑞穂
なか　た　 みず   ほ
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【問い合わせ】村社協　☎（282）2804

募…集…内…容 希…望…部…署
● アンパンマンのおもちゃ
●大判バスタオル（程度の良いもの）
●包装用リボン（サテン・幅広）
● UNO　　　　●子ども用ドレス
●百人一首、かるた（小学生向け）

児童センター
　
　

●バスタオル　 ●シーツ　 ● Tシャツ　
●ミキサー　　●クレヨン
●アイロンビーズ

障害者センター

●音の出る絵本
　（トーマス・アンパンマン）
●トーマスのおもちゃ
●野菜水切り器（大きめ）

地域福祉推進係

●タオル　　　 ●書き損じはがき
●使用済み切手

村社協事務局

募…集…内…容 希…望…部…署
● スニーカー（23 ～ 26cm）
●スウェット・パジャマ上下（大人用）
●洗濯洗剤　　 ●台所用洗剤
●敷布団　　　 ●自転車（大人用）
●家電（状態の良いもの）

生活支援
ネットワーク係

フードドライブ

※未開封で賞味期限が２か月以上残って
いるもの

●お米　　　　　 ●めんつゆ
●パスタソース　 ●カップ麺
●保存食品　　　 ● スポーツドリンク
●ふりかけ・お茶漬け・のり
●インスタント食品・レトルト食品
●ギフトパック（お歳暮・お中元など）

寄付募集 !!
※寄付いただける場合は事前にご連絡ください。

私たち村社協は、2019 年 4 月からひきこもり者等に向けた
その人らしい働き方・暮らし方を応援する事業を開始しました。

「外に出ることがおっくうになってしまった」
「働きたい気持ちはあるけれど、仕事から遠ざかってしまった」

「家族がいなくなった後のことが心配」等の
相談を村社協は受け止めます。

外に出るきっかけを作りたい…
働く場所を探している方に向けて

ひきこもり者等バック
アップ事業“ファースト
ステップ”が始まりました。

お金に困ったら…
各種貸付事業
法外援護事業等
適切な支援につなげ
ます。

・村社協内の簡易作業
　（文書詰め・折り紙作業等）
・各種相談機関の紹介
・内職、村内企業の紹介

相談受付後
電話・訪問・来所で
ご対応します。
秘密厳守

“ファーストステップ”
について

▲作業中の様子

まずはつながることから始めましょう。

【問い合わせ】生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

　「フードドライブ」とは、いただき物や買いすぎてしまったものなど、ご家庭に眠っている食品を集め、食の支援を必
要としている方へお渡しし有効に活用する活動です。

（法人会員広告） 地域に愛されて創業104年、安心の国産畳100％の店。　㈲高野好見畳店　☎029－282－28806



善意銀行の寄付報告（５･ ６･７月）※敬称略・受付順

皆さまからお寄せいただいた善意は、村社協が行う福祉事業や福祉機器の購入に充てられます。

フードドライブの寄付報告（５・６・７月）※敬称略・受付順

いただいた食料は、村内の経済的に生活が苦しく、食の支援を必要としている方へお渡ししています。

【問い合わせ】村社協　☎（282）2804

ご　芳　名
長嶋…花名路、佐藤…房明、佐藤…昌男、佐藤…かつ枝、照沼…美恵、益子…久子、（宗）村松虚空蔵堂、長松院、絆 BOX　匿名（19 件）

ご　芳　名 預　　託　　品 活　用　先
世古…修路 衣類 生活支援ネットワーク係
白田…宏 プラレール、トミカ、レゴ（デュプロ）、本 生活支援ネットワーク係

児童センター
打越…美優 村内中学校ジャージ 生活支援ネットワーク係
高槌 冷蔵庫、洗濯機、こたつ 生活支援ネットワーク係
佐々木…健二 クレヨンセット、絵本 児童センター
佐藤…かつ枝 オーブントースター、炊飯ジャー、エコバッグ 生活支援ネットワーク係
照沼…美恵 トランポリン、オイルヒーター、おむつ、書道道具 生活支援ネットワーク係

東海村（子育て支援課）
理容…田中 おもちゃ、衣類 生活支援ネットワーク係
山田 人形、本…等 児童センター

保育サポートすくすく
岩橋…叶芽 トミカ 児童センター
匿名　24 件 日用品一式、ストッキング、傘、おもちゃ、衣類、紙おむつ、

柔道着、男性用下着、女性用下着、電子レンジ、棚、布団、
村内中学校（ジャージ・レインコート）、リュック、カバン、
オーブンレンジ、タオルケット、タオル、冷蔵庫、洗濯機、
テレビ、ぬいぐるみ、扇風機、洗剤類、麻雀セット

生活支援ネットワーク係
児童センター
障害者センター

善意銀行　物品の部

ご　芳　名
緑ヶ丘…白梅会、㈱オーヌキ、緑が丘区おいデマンド、本多…和平、井上…文枝、全日本年金者組合東海支部、篠原…登、…
篠崎…正卓、日本原子力発電㈱、㈱照沼商事、三国屋建設㈱東海支店、㈱アトックス、㈲トキワ交通トラベル、…
東海村（障がい福祉課）、㈱堀田電機製作所、黒澤…弘子、増田、スマイル、永沼…金治　匿名（８件）

使用済み切手・ベルマーク・未使用テレフォンカード・未使用はがき・書き損じはがきなど

ご　芳　名 預託金（円）
東海ライオンズクラブ 50,000
わんすてっぷ 3,243
佐藤…雪 10,000

善意銀行　金銭の部
ご　芳　名 預託金（円）

川村…麻美 13,000
匿名（３名） 31,000

とうかい明日への架け橋基金募金
※この募金は東海村の子どもたちのために活用されます。

▲東海ライオンズクラブよりご寄付いただきました

　前会長…橋
はし

本
もと

…年
とし

雄
お

様（左）

▲フードバンク協定を締結しました

（法人会員広告） ご予算に応じてお弁当をつくります。村内・隣接市の配達OK。　おその江　☎029－282－0087 7



社協だよりに関するご提案・ご意見がございましたら、お気軽にお寄せください。

［発行］社会福祉法人東海村社会福祉協議会  〒319-1112　那珂郡東海村村松2005　Tel. 029-282-2804（代表） Fax. 029-283-4535
〈ホームページ〉 http://www.t-shakyo.or.jp/  E-mail:tokai@t-shakyo.or.jp  Facebook 公開中！

～じぶんの町を良くするしくみ～ 社協だよりとうかいは、共同募金の助成金により発行しています。 社協情報公開中

あなたの悩みをお聞きします。

＜相談会場＞…出 張 相 談：イオン東海店内フードコート　
　　　　　　…その他の相談：総合福祉センター「絆」相談室

【申込み・問い合わせ】村社協　☎（282）2804

総合相談

日　時：月～金曜日　
　　　　午前８時半～午後５時 15 分
相談員：村社協職員
　　　　社会福祉士等
　　　　弁護士・行政書士

　生活上の心配ごとや困りご
とについて相談に応じます。
電話・匿名での相談も可能で
す。弁護士などによる専門相
談も行っています。

出張相談

日　時：第３火曜日
　　　　午後２時～４時
相談員：村社協職員
　　　　社会福祉士等

　生活相談をお買い物のつい
でに相談いただけるように、
イオン東海店で
の出張相談を
行っています。

就労体験相談会

日　時：第４木曜日
　　　　午後１時半～３時半
相談員：下記NPO法人職員

　ひきこもりがちな方の就労
や社会参加に向けた相談に応
じます。事前予約が必要にな
ります。
【申込み・問い合わせ】

茨城NPOセンター・コモンズ
☎（291）8990

　村社協の居宅介護支援事業所は、介護についての相談を随時受け
付けています。
　「急に介護が必要になってしまった」「介護について誰に相談して
良いか分からない……」など、介護についての困りごとや介護保険
制度について、どんなことでもお気軽にご相談ください。
※総合福祉センター「絆」へ来館するのが難しい場合は、ケアマネ
ジャーがご自宅へお伺いしますのでお電話ください。

ららななとのこ介介介介介介 らととなこことことののこここ なこ ららららなら介介 とな介介護介介護介護介 のこここのこことととことなならならなららら ～いいさだくく相相ご軽～ ご くくだくだだお だごごにご相 いいい～ささお にお～お くだだにごお気 ご相 ささだ軽にご相談く気気軽 相相 くくお～お～おお気お気お気軽気軽ににごご相ご相ご相相 くくくだだだくだささいさいさいいい～い～介護のことなら ～お気軽にご相談ください～

“ほっ”とする 癒しのひととき

【問い合わせ】居宅介護支援事業所　☎（283）3410　月～金曜日　午前８時半～午後５時15分

【問い合わせ】児童センター　☎（306）1017

　児童センターでは、赤い羽根の募金を活用して…
「ママリフレッシュ事業」を実施しています。
　１回目はハーバリウムづくり。小さな瓶の中に、
ドライフラワーやビーズなどを並べました。完成し
たものを見せ合いながら、「すてきですね」と褒め
合う姿も見られ、ほっとする時間となりました。
　２回目はリラックスヨガ。講師の動きに合わせて、
さまざまなポーズに挑戦しました。「ヨガをした以
上に日頃の疲れが取れた気がしました」との声も聞
かれ、充実した時間を過ごすことができました。ちょっとだけ

育児を離れて

リフレッシュ♪

（法人会員広告） 安全・迅速・快適がモットーです。　常東タクシー　☎029－282－25958


