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第70回茨城県社会福祉大会表彰

令和２年10月、第70回茨城県社会福祉大会表
彰として、社会福祉に功績があった個人や団体（茨
城県全体1,156の個人・組・団体）が表彰を受け
ました。
表彰を受けた皆さまの、これまでのご功績に敬
意と感謝を申し上げますとともに、ますますのご
活躍を祈念いたします。
なお、本紙２ページ目に東海村の受賞団体・個
人を掲載していますので、ぜひご覧ください。
問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

　報　　告　第70回茨城県社会福祉大会表彰
　　　　　　　　　　　　　　　　　…P１～２
　支援情報　①外出・就労に向けた一歩をサポート
　　　　　　②住まいるリセットプロジェクト
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（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）8472 1



第70回茨城県社会福祉大会表彰第70回茨城県社会福祉大会表彰
 東海村の受賞団体・個人（順不同・敬称略）

 県 知 事 表 彰 【ボランティア団体】アプリコット、東海村民生委員・児童委員OB会
 【福祉関係者】黒羽根 弘一、小林 由美子、佐藤 愛子
 県社協会長表彰   【民生委員・児童委員】酒井 光惠
 【ボランティア団体】日本ひょうきん踊りを楽しむ会、東海マジシャンズクラブ、
 　　　　　　　　　　ハーモニカを楽しむ会（カナリア）、（花音会）東海花舞
 【福祉関係者】 須藤 博美、古市 こずえ、大内 智弘

さか   い     みつ　え

  す  とう　 ひろ　み ふる いち おお うち とも ひろ

くろ   ば     ね    ひろ いち   さ　とう   あい　こ  こ  ばやし   ゆ　 み　  こ

アプリコット 東海村民生委員・児童委員OB会

ハーモニカを楽しむ会（カナリア）
◆活動内容

平成17年に発足し、よさこいソーランの普及を通して「協
調性」「礼儀」「団体行動の大切さ」「地域の交流」等を深め
ることを目的に活動しています。

◆受賞コメント
コロナ禍の今、練習もイベントも全く出来ない状況でチー
ムメンバー皆不安が募る日々を
過ごす中、思いがけず茨城県社
会福祉協議会様より表彰報告を
頂き、長年一緒に続けてきた仲
間共々喜びを分かち合っており
ます。

◆活動内容
生涯学習の一環として、ハーモニカ演奏を学び楽しむこと
を目的に発足しました。芸術祭・文化祭やふれあい福祉ま
つりでの発表の他、地域の社会福祉施設、地区の敬老会等
にボランティアで訪問し、演奏しています。

◆受賞コメント
ハーモニカ演奏を通して地域の
イベントや施設訪問など、いく
らかでも貢献できたことを嬉し
く思い、今後も地域に密着した
活動を続けたいと思います。

日本ひょうきん踊りを楽しむ会

（花音会）東海花舞

東海マジシャンズクラブ

◆活動内容
平成17年４月に数人の先輩が発起人となり、会員相互の
懇親を図るとともに、福祉全般の支援活動を行うことを目
的に設立されました。活動内容としては、一泊研修・日帰
り研修・村内の学校の竣工記念見学・介護施設の見学会等
を実施してきました。

◆受賞コメント
先輩、会員の今までの活動の実
績に対して受賞されたものと考
えております。

◆活動内容
楽器演奏と歌を通じての地域貢献を目的に結成しました。
自らの技術向上に努めながら、村内の各地域や社会福祉施
設、学校等を訪問し、音楽の楽しさと交流を深めてきまし
た。

◆受賞コメント
この度は名誉な賞を頂き、とて
も嬉しく思います。今後のボラ
ンティア活動の大きな励みにな
ります。これからも楽しみなが
ら、皆さんに喜んでいただける
よう続けていきたいです。

◆活動内容
平成15年に、マジックを通して会員相互の親睦を図る他、
人々の交流や笑顔の輪を広げることを目的に発足しまし
た。保育園や幼稚園のお楽しみ会や各地区のイベントに出
演しています。

◆受賞コメント
年間20件以上のマジックを通し
て、笑顔と夢と希望を与える活
動をしたことが、今回受賞に繋
がったものと一同喜んでいます。
今後とも広く皆さまに楽しんで
頂けるよう継続したいです。

◆活動内容
日本で昔から伝承されるユーモラスな踊りを楽しむことを
目的に発足し、世代間・地域の交流を深める活動を行って
います。村内だけでなく、村外の行事などにも積極的に参
加し、地域の方と交流しています。

◆受賞コメント
コロナ禍の中での受賞を起爆剤
として尚一層の努力を励み、笑
いと楽しさを振り撒きたいと思
います。ありがとうございまし
た。

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

（法人会員広告） 特殊キー、スペアキーの作成いたします　橋本機工金物㈱　☎029（282）10102



外出・就労に向けた一歩をサポート外出・就労に向けた一歩をサポート
村社協では、「就労・外出したいがきっかけもなく不安」「ひきこもりがちになっている」など

の状況にある方やそのご家族からの相談を受けて、その方に合った就労・生活に向けたお手伝い
をしています。

一緒に新たな一歩を踏み出しませんか
問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

あなたのペースでじっくり
お話を聞きます。

①来所　②訪問
③電話　④LINE

お好きな方法を選べます。

◆社協内の簡易業務◆
・文書、郵送物の袋詰め作業
・寄付食品の受け取り
・事業で使用する物品の準備　等

自宅や社協内にて体験することができます。

◆定期活動を始めました◆
日時：毎月第４木曜日 午後２時～４時
場所：総合福祉センター「絆」内
内容：文書詰め作業　等
※コロナウイルス感染拡大防止のため、体験希

望の方は事前にご連絡ください。

あなたに合うものを一緒に探します。
①就労体験
②村社協内の簡易業務
③求人等の情報提供　

等

◆就労体験◆
パソコンのデータ入力
清掃業務、畑仕事　等

《相談窓口》
茨城NPOセンター・コモンズ
☎（291）8990

相 

談

探 

す

体 
験

「住まいるリセットプロジェクト」は、さまざまな事情により、
適切な住環境を整えることが難しい世帯に対して、地域住民の
方と協力しながら、地域とのつながりを図る事業です。

気になること、ご不明な点などございましたら、村社協へご
相談ください。

地域住民の方からの情報提
供や本人からの相談により、プ
ロジェクトの準備を行います。
※利用には資力などの一定の条

件があります。

①対象となる家の把握
地域住民の方と本人で日程調

整を行います。また、一緒に活動
するボランティアを募集します。
※本人の参加については、疾病や

身体の状態を考慮します。

②協力者・日程の調整

本 人、地 域 住 民、ボ ラ ン
ティア、村社協が一丸となっ
て行います。

③プロジェクトの実施

地域住民の方にも見守って
もらいながら、新たな生活の
スタートです！

④プロジェクト実施後
単に今の状態を解決するので

はなく、再び同じような状態に
ならないように本人や地域住民
の方と一緒に考えていきます。

Point

《プロジェクト実施の流れ》

みんなの力でよりよい町づくり！

住まいるリセットプロジェクト

▲作業様子の一例

ＮＥＷＮＥＷ

▲実際の作業の様子

第70回茨城県社会福祉大会表彰第70回茨城県社会福祉大会表彰
 東海村の受賞団体・個人（順不同・敬称略）

 県 知 事 表 彰 【ボランティア団体】アプリコット、東海村民生委員・児童委員OB会
 【福祉関係者】黒羽根 弘一、小林 由美子、佐藤 愛子
 県社協会長表彰   【民生委員・児童委員】酒井 光惠
 【ボランティア団体】日本ひょうきん踊りを楽しむ会、東海マジシャンズクラブ、
 　　　　　　　　　　ハーモニカを楽しむ会（カナリア）、（花音会）東海花舞
 【福祉関係者】 須藤 博美、古市 こずえ、大内 智弘

さか   い     みつ　え

  す  とう　 ひろ　み ふる いち おお うち とも ひろ

くろ   ば     ね    ひろ いち   さ　とう   あい　こ  こ  ばやし   ゆ　 み　  こ

アプリコット 東海村民生委員・児童委員OB会

ハーモニカを楽しむ会（カナリア）
◆活動内容

平成17年に発足し、よさこいソーランの普及を通して「協
調性」「礼儀」「団体行動の大切さ」「地域の交流」等を深め
ることを目的に活動しています。

◆受賞コメント
コロナ禍の今、練習もイベントも全く出来ない状況でチー
ムメンバー皆不安が募る日々を
過ごす中、思いがけず茨城県社
会福祉協議会様より表彰報告を
頂き、長年一緒に続けてきた仲
間共々喜びを分かち合っており
ます。

◆活動内容
生涯学習の一環として、ハーモニカ演奏を学び楽しむこと
を目的に発足しました。芸術祭・文化祭やふれあい福祉ま
つりでの発表の他、地域の社会福祉施設、地区の敬老会等
にボランティアで訪問し、演奏しています。

◆受賞コメント
ハーモニカ演奏を通して地域の
イベントや施設訪問など、いく
らかでも貢献できたことを嬉し
く思い、今後も地域に密着した
活動を続けたいと思います。

日本ひょうきん踊りを楽しむ会

（花音会）東海花舞

東海マジシャンズクラブ

◆活動内容
平成17年４月に数人の先輩が発起人となり、会員相互の
懇親を図るとともに、福祉全般の支援活動を行うことを目
的に設立されました。活動内容としては、一泊研修・日帰
り研修・村内の学校の竣工記念見学・介護施設の見学会等
を実施してきました。

◆受賞コメント
先輩、会員の今までの活動の実
績に対して受賞されたものと考
えております。

◆活動内容
楽器演奏と歌を通じての地域貢献を目的に結成しました。
自らの技術向上に努めながら、村内の各地域や社会福祉施
設、学校等を訪問し、音楽の楽しさと交流を深めてきまし
た。

◆受賞コメント
この度は名誉な賞を頂き、とて
も嬉しく思います。今後のボラ
ンティア活動の大きな励みにな
ります。これからも楽しみなが
ら、皆さんに喜んでいただける
よう続けていきたいです。

◆活動内容
平成15年に、マジックを通して会員相互の親睦を図る他、
人々の交流や笑顔の輪を広げることを目的に発足しまし
た。保育園や幼稚園のお楽しみ会や各地区のイベントに出
演しています。

◆受賞コメント
年間20件以上のマジックを通し
て、笑顔と夢と希望を与える活
動をしたことが、今回受賞に繋
がったものと一同喜んでいます。
今後とも広く皆さまに楽しんで
頂けるよう継続したいです。

◆活動内容
日本で昔から伝承されるユーモラスな踊りを楽しむことを
目的に発足し、世代間・地域の交流を深める活動を行って
います。村内だけでなく、村外の行事などにも積極的に参
加し、地域の方と交流しています。

◆受賞コメント
コロナ禍の中での受賞を起爆剤
として尚一層の努力を励み、笑
いと楽しさを振り撒きたいと思
います。ありがとうございまし
た。

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

（法人会員広告） 広報紙・ホームページの法人会員広告募集中！　問い合わせ／企画総務係　☎029（282）2804 3



カフェ＆スイーツ

テイクアウト

お食事処

寄付つき商品はじめました寄付つき商品はじめました
赤い羽根共同募金は昭和22年にはじまり、その日から地域の皆さまとともに歩んできました。

地域の課題解決を図るとともに、地域に暮らす人々が共に助け合い、誰もが安心して生活ができる
ように取組みを進めてきました。

そして、「コロナ禍の今こそ、地域の皆さまと共にこの困難を乗り越えていきたい！」そんな想
いを持った商店の皆さまのご協力により、寄付つき商品をはじめました。

下記の店舗で寄付つき商品を購入すると、売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付されます。この
買い物は、地域も商店も応援することにつながります。ぜひご利用ください。

実 施 期 間　2020年10月１日（木）～ 12月31日（木）
問い合わせ／東海村共同募金委員会（東海村社会福祉協議会内）　☎（282）2804

せきた

・盛り合わせ弁当 550円（税込）
１点につき10円の寄付

村松476-5　
☎（282）2180

和風レストラン 住吉

・おまかせ三品セットA １,020円（税込）
・おまかせ三品セットB １,020円（税込）

１点につき20円の寄付

須和間630-1　
☎（282）1346

やんしゅうばんや 八角

・マグロ刺身一人前 1,200円（税別）
・牛もつ鍋一人前　 1,250円（税別）
・月の井酒造店蔵酒720ml 3,800円

１点につき100円の寄付

舟石川駅西2-14-15　
☎（284）0405

魚康

・豚刺定食※豚テキ・刺身（日替わり）1,650円（税込）
１点につき150円の寄付

村松214-13　
☎（283）2068

あっぱれ焼肉　元気

・元気カルビ　　 560円（税込）
・常陸牛カルビ 1,280円（税込）

１点につき
10円の寄付

舟石川603-7　
☎（212）5621

茶房Okano

・日替わりランチ（ドリンク付）
 1,000円（税込）

・ブレンドコーヒー　　400円（税込）
１点につき20円の寄付

舟石川駅西3-6-30　
☎（282）2211

ケーキ＆カフェ工房 
ルアール

・シュークリーム 90円（税別）
１点につき５円の寄付

ヴィラージュ

・くりーむプリン 220円（税込）
１点につき10円の寄付

舟石川248-2　
☎（270）5588

ハピネス東海

・赤い羽根ブルーベリージャム150g 
400円（税込）

１点につき30円の寄付

白方1690-25　
☎（282）2246

ベーカリー
たいむ

・バラエティお得袋 250円（税込）
１点につき10円の寄付

舟石川駅西2-7-17　
☎090（6006）4300

おもてなし料理　
華れん

・赤い羽根鍋セット 各3,000円（税込）
（Aあんこう鍋　B牛もつ鍋　Cふぐ鍋）
１点につき150円の寄付※要予約

村松361-4　
☎（212）8188

おその江

・赤い羽根プレミアム弁当 各600円（税込）
※７種類ありますので、詳細は店頭にてご

確認ください。
１点につき20円の寄付

舟石川832-2　
☎（282）0087

丼丸 成

・ペットボトルコーヒー 130円（税込）
１点につき３円の寄付

舟石川駅西4-9-1　
☎（212）4647

舟石川153-3　
☎（282）2232
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寄付つき商品はじめました寄付つき商品はじめました
赤い羽根共同募金は昭和22年にはじまり、その日から地域の皆さまとともに歩んできました。
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買い物は、地域も商店も応援することにつながります。ぜひご利用ください。
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須和間630-1　
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・マグロ刺身一人前 1,200円（税別）
・牛もつ鍋一人前　 1,250円（税別）
・月の井酒造店蔵酒720ml 3,800円

１点につき100円の寄付

舟石川駅西2-14-15　
☎（284）0405

魚康

・豚刺定食※豚テキ・刺身（日替わり）1,650円（税込）
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・常陸牛カルビ 1,280円（税込）
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10円の寄付
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茶房Okano

・日替わりランチ（ドリンク付）
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・ブレンドコーヒー　　400円（税込）
１点につき20円の寄付

舟石川駅西3-6-30　
☎（282）2211

ケーキ＆カフェ工房 
ルアール

・シュークリーム 90円（税別）
１点につき５円の寄付

ヴィラージュ

・くりーむプリン 220円（税込）
１点につき10円の寄付

舟石川248-2　
☎（270）5588

ハピネス東海

・赤い羽根ブルーベリージャム150g 
400円（税込）

１点につき30円の寄付

白方1690-25　
☎（282）2246

ベーカリー
たいむ

・バラエティお得袋 250円（税込）
１点につき10円の寄付

舟石川駅西2-7-17　
☎090（6006）4300

おもてなし料理　
華れん

・赤い羽根鍋セット 各3,000円（税込）
（Aあんこう鍋　B牛もつ鍋　Cふぐ鍋）
１点につき150円の寄付※要予約

村松361-4　
☎（212）8188

おその江

・赤い羽根プレミアム弁当 各600円（税込）
※７種類ありますので、詳細は店頭にてご

確認ください。
１点につき20円の寄付

舟石川832-2　
☎（282）0087

丼丸 成

・ペットボトルコーヒー 130円（税込）
１点につき３円の寄付

舟石川駅西4-9-1　
☎（212）4647

舟石川153-3　
☎（282）2232
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　舟石川一区では、新型コ
ロナウイルス感染防止のた
め、高齢者を対象とした「ふ
れあい食事会」が中止とな
り、参加者の方々とのつな
がりが希薄になっていまし
た。
　そこで、対象者約40名にはがきを用いて安否確認を行
う予定でしたが、顔を直接見て話をした方が良いというこ
とになり、訪問をすることにしました。
　参加者のお宅を訪問すると、久々に会えたことで話が弾
み、とても喜んでもらえたそうです。お宅を訪問した方か
らは、「参加者の方々から近況を聞けて良かった」との声
が聞かれました。

問い合わせ／地域福祉推進係　☎（282）2804

訪問時のワンポイントアドバイス

コロナ禍でも継続中！

地域のつながりづくりを紹介します地域のつながりづくりを紹介します ＠舟石川一区＠舟石川一区

イベント中止のお知らせ

▲訪問時に配布した絵手紙と折り紙

毎年12月開催の以下のイベントにつきまして、新型コロナウイルス
の感染が拡大している状況を鑑み、参加者および関係者の健康・安全面
を第一に考慮した結果、開催を中止することにいたしました。
何卒、ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

地域のつながり大募集！！
「自分達の地域ではこんな活動をし
ている！」という情報があれば、ぜひ
教えてください。
地区社協担当職員がインタビュー
し、社協だよりに掲載します！

○児童センタークリスマス会　　○育児用品交換会

①検温をして、平熱より＋1℃程度
高いときには活動を控えましょう。
②手指消毒を徹底しましょう。
③対人距離を確保し、短時間で済ま
せましょう。

問い合わせ／村社協　☎（282）2804

寄付を募集しています ! !
※ご寄付いただける場合は、事前にご連絡ください。
※直接お持ちいただいてもお受けできないことがありますので、ご了承ください。

募…集…内…容 希…望…部…署

● ハンドタオル　　
●タオルハンカチ

児童センター

●シーツ　　　　 ●アイロンビーズ
●Ｔシャツ　　　 ●バスタオル

障害者センター

●赤ちゃん用絵本　　 ●抱っこ紐
●おもちゃ（トーマス・赤ちゃん用）
●プラレール（電車のみ）
●チャイルドシート　 ●キッズシート

地域福祉推進係

● 絵本（０歳～５歳向けで状態の良
いもの）

村社協
事務局

募…集…内…容 希…望…部…署

● スウェット・パジャマ上下（大人用）
●女性用肌着

生活支援
ネットワーク係

フードバンク

※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）

「フードバンク」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） お肌のことを相談できるお店・化粧品とハーブと雑貨　鈴木ハーブ研究所　☎029（212）52256
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う予定でしたが、顔を直接見て話をした方が良いというこ
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地域のつながりづくりを紹介します地域のつながりづくりを紹介します ＠舟石川一区＠舟石川一区

イベント中止のお知らせ

▲訪問時に配布した絵手紙と折り紙

毎年12月開催の以下のイベントにつきまして、新型コロナウイルス
の感染が拡大している状況を鑑み、参加者および関係者の健康・安全面
を第一に考慮した結果、開催を中止することにいたしました。
何卒、ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

地域のつながり大募集！！
「自分達の地域ではこんな活動をし
ている！」という情報があれば、ぜひ
教えてください。
地区社協担当職員がインタビュー
し、社協だよりに掲載します！

○児童センタークリスマス会　　○育児用品交換会

①検温をして、平熱より＋1℃程度
高いときには活動を控えましょう。
②手指消毒を徹底しましょう。
③対人距離を確保し、短時間で済ま
せましょう。

…

ご　芳　名 預託金（円）
うどん市…村松店 12,300
匿名（３名） 210,000

寄付報告（８･９･10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。

問い合わせ／村社協　☎（282）2804

ご　芳　名
田尾…文義、佐藤…房明、長松院、市毛…満、堀川、井上…綾奈、佐藤…昌男、千葉…崇恵、
塚本…信江、豊島…昭男、秋野…幸子、圷…孝子、絆BOX　匿名（31件）

ご　芳　名 預託金（円）

佐藤…雪 10,000

匿名（４名） 4,533

善意銀行　金銭の部

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。

ご　芳　名 預　　託　　品 活　用　先
河島…美智子 絵本 けやきの杜保育所
㈱オーヌキ 衣類 障害者センター
松江…幸子 アンパンマンのおもちゃ 児童センター
村井…悦子 タオルハンカチ 生活支援ネットワーク係
圷…孝子 洗剤、マスク、ティッシュ 生活支援ネットワーク係
菅野…敬子 チラシごみ袋 総務係
匿名　20件 村内中学校（ジャージ・カバン）、柔道着、チャイルドシー

ト、ブロック、雑巾、紙おむつ、スニーカー、衣類、下着類、
絵本、洗濯機、タオル、衣類、抱っこひも、おもちゃ類、
ドリル、ノート類、冷蔵庫、色紙、ミニタオル、刺繍糸、
ゴム、ボタン付け糸、鉛筆、機織り機、囲碁盤

生活支援ネットワーク係
けやきの杜保育所、企画
総務係、児童センター
障害者センター
ファミサポ「すくすく」
ハピネス東海

善意銀行　物品の部

フードバンク

ご　芳　名
佐竹…淳一、東海住宅、緑ヶ丘おいでマンド、小堀…心音、三国屋建設㈱東海支店、㈱オーヌキ、池田…誠仁、篠原…登、
佐藤…昌男、塚本…信江、橋本機工金物㈱、伊東…裕子、東海村（障がい福祉課）、㈱A.I.P水戸オフィス、㈱鈴木ハーブ研究所、
圷…ひろみ、㈱堀田電機製作所　匿名（15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

＜お詫びと訂正＞
　2020 年８月 25 日発行の「社協だよりとうかい第 96 号」に掲載いたしましたお名前に誤りがございました。鈴木 賢治様な
らびに読者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。

【掲載箇所】「社協だよりとうかい第 96 号」５ページ下　（誤）鈴木 健治　（正）鈴木 賢治

（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



令和３年度（第１期） 赤い羽根こころつなぐ助成事業令和３年度（第１期） 赤い羽根こころつなぐ助成事業

１月９日（土）まで ２月 ３月 ４月～翌３月まで

申
請
書
類
の
作
成

申
　
　請

審
　
　査

結
果
通
知

事
業
実
施

事
業
報
告

①福祉に対する意識の向上を図る活動
②社会参加や交流を深める福祉コミュニティづくり
活動
③支援を必要とする方の生活をサポートする活動
④福祉・ボランティア活動を啓発・育成する活動
⑤その他、地域の福祉課題解決に取り組む活動

事業１件につき10万円まで
※１団体につき年度２件まで
※同一事業の申請は不可

◦申請時に、申請事業について聞き取りを行います。
◦審査基準を基に、村民の代表で構成する審査委員
会に諮り、交付の可否を決定します。なお、申請
団体に対しては、必要に応じて審査委員会への出
席と申請事業に関する説明を求めます。

　　　　　※全ての条件を満たすこと
◦東海村内に所在があること
◦法人格の有無は問わないが、団体の規約等を備え
ていること
◦企業、政治目的を持つ団体、宗教団体などから独
立して運営されていること
◦その活動で生じる利益を構成員に分配しないこと
◦活動の実績・内容及び財務の状況を自ら公開でき
ること
◦活動計画、予算、決算等が整備されていること
◦共同募金の趣旨について理解、共感し、この運動
に自ら積極的に参画、推進すること

　
　申請期間：令和２年12月１日（火）～令和３年１月９日（土）

対象事業 対象団体

スケジュール
助成金額

審査方法

あなたの悩みをお聞きします

申込み・問い合わせ／村社協（代表）　☎（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：社協職員
　　　　社会福祉士等
　　　　弁護士・行政書士
会　場：「絆」相談室

　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。

LINE相談
日　時：（相談受付）随時

（返信）月～金曜日
午前８時半～
午後５時15分

相談員：社協職員、社会福祉士等

　直接話しづらい方や家族に
相談内容を聞かれたくない
方 は、LINEで の
相談に応じます。
QRコードからご
登録ください。

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
会　場：「絆」相談室

　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。事前予約が必要です。

※新型コロナウイルス感染予防のため、やむを得ず中止・延期とする場合があります。

予約申込み
茨城NPOセンター・コモンズ

☎（291）8990

問い合わせ／東海村共同募金委員会　☎（282）2804
申請をご希望の方は、村社協窓口へお越しいただくか、下記問い合わせまでご連絡ください

　本会では、“誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくり”
を目指し、住民の理解と協力を得ながら共同募金運動を展開しています。
　その一環として、村内で住民が主体的に行う地域福祉の推進を図るための社会福
祉活動の普及・発展を目的として、本事業を実施します。

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

～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

（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


