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　あけましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、平成２８年の初春を健やかにお迎えのことと、謹んでお慶びを申し
上げます。
　旧年中は、当協議会の事業推進にあたり、深いご理解とご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、今日の地域社会をみますと、少子高齢化の進行、経済情勢や雇用環境の厳しさの中、核家族
化の進展や生活様式、価値観の多様化なども相まって、連帯感の希薄化、社会的孤立や相互扶助機能
が低下しております。このため、様々な課題を抱えた個人や家族が増加するとともに、団魂の世代が
後期高齢者の年齢に達する、いわゆる２０２５年問題など、それらに対応した支援体制の構築が求め
られています。
　このようなことから、本市におきましては、日常生活圏域ごとの支援体制を構築するため、平成６
年度から中学校区のコミュニティセンターを拠点として、高齢者はもとより、支援を必要としている
すべての人を対象にした「地域ケアシステム」の充実を図り、地域に密着した支援に向けた「ふれあ
いネットワーク事業」の展開に努めているところでございます。
　これからも引き続き、介護・福祉分野における法や制度を的確に捉え、時代の望む福祉ニーズに応
えられるよう、市民の皆様、福祉関係者、企業、行政等との連携のもと地域力を高め、「誰もが安心
して暮らせる福祉のまちづくり」を推進してまいりますので、なお一層のご支援、ご協力をお願いい
たします。
　結びに、本年も皆様にとりまして幸せな一年となりますよう、心から祈念申し上げ、新年の挨拶と
させていただきます。

この広報紙は、市民の皆様から寄せられた社協会費と赤い羽根共同募金　の配分金により発行しております。

新年のごあいさつ
社会福祉法人　土浦市社会福祉協議会
会　　長　        中　　川　　　清
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友愛サービスでは…友愛サービスでは…友愛サービスでは…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　協力会員さんには、空いている時間に出来ることを協力していただいています。１８歳以上
で地域福祉に理解のある健康な方なら登録できます。「やってみたいけど自信がない」という
方でもコーディネーターがサポートいたしますので不安な方もお気軽に登録ください！！
　週１回からの活動でも可能です。まずはお電話ください。

支援が必要な高齢者等のお宅で
掃除や洗濯、買い物等の家事援助を
行います。

■問い合わせ先　福祉のまちづくり係　☎８２１－５９９５

（奉仕料：１時間６００円～）

ファミリー・
サポート・センターでは…

ファミリー・
サポート・センターでは…

ファミリー・
サポート・センターでは…
子どもの預かり・保育施設への送迎・
産前産後の家事援助を行います。

子どもの病後児預かりを行います。

（奉仕料：30分3００円～）

（奉仕料：１時間１，０００円）

友愛サービス事業、
ファミリー・サポート・センター事業

協力会員大募集！

友愛サービス事業、
ファミリー・サポート・センター事業

協力会員大募集！
　友愛サービス事業、ファミリー・サポート・センター事業は、だれもが安心して暮らせるように、
地域の皆さんの参加と協力によって行う会員制の有償福祉サービスです。

地域のみなさんの健康、生活、財産、権利などを
守るために設置されています。専門職が相談に応じます。

あなたも協力会員として活動してみませんか？　あなたも協力会員として活動してみませんか？　あなたも協力会員として活動してみませんか？　あなたも協力会員として活動してみませんか？　

頼りになる
専門職

社会福祉士

主　任
ケアマネジャー

保健師

■問い合わせ先   地域包括支援センターうらら   ☎ 824－0332

地域包括支援センターうらら地域包括支援センターうらら地域包括支援センターうらら

介護保険って、
よく分からないなあ。

高齢の親の
生活が心配だわ。

ひとり暮らしで
持病があります。
具合が悪くなったら
どうしよう？

近所の高齢者が
虐待されているみたい。

どうしよう？

近所のひとり暮らしの方、
最近みかけない・・・。
大丈夫かな？

ひょっとして
この電話・・・
サギかも？

こんなときお役にたちます！
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基幹相談支援センター
障害者相談支援事業所
基幹相談支援センター
障害者相談支援事業所

障害児（者）の相談支援障害児（者）の相談支援障害児（者）の相談支援
　社会福祉協議会では、障害児（者）やそのご家族等を対象に、福祉制度
やサービス、生活全般の総合的・専門的な相談を行っています。
　ぜひお気軽にご相談ください。

福祉サービスを
受けたい。

・制度やサービスの情報提供
・福祉サービスの利用支援
・権利を護る支援
・専門的な相談支援
・関係機関のﾈｯﾄﾜｰｸ構築 など
※3障害（身体・知的・精神）対応

病気や介護のこと
どうしたらいい？

特定相談支援事業所
障害児相談支援事業所
特定相談支援事業所
障害児相談支援事業所

・「サービス等利用計画」の作成
・定期的な状況確認（モニタリング）
・制度やサービスの情報提供
・関係機関との連絡調整 など
※担当の「相談支援専門員」が対応
　いたします。

子どもの将来が
心配だ･･･

～何でも相談窓口～ ～障害福祉サービスを受けるための相談窓口～

障害者虐待防止センター障害者虐待防止センター

・虐待が疑われる場合の通報受付
・関係者からの相談受付
・虐待防止に関する普及啓発活動 など
※２４時間３６５日受付
　（休日・夜間は市内社会福祉法人で受付）

～障害者虐待に関する通報受付窓口～

基幹相談支援センター　☎８２１－５９９５
障害者虐待防止センター　☎８２４－１６５０■問い合わせ先
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ひとり親家庭生活講座ひとり親家庭生活講座ひとり親家庭生活講座

ボランティア
コーナーを
設置しました。

ボランティア
コーナーを
設置しました。

ボランティア
コーナーを
設置しました。

成年後見についてのご相談は…成年後見センターつちうら　へ　☎029-821-1152

　平成２年に発足し、今年で 26年目を迎え、会員相互の交流と親睦を深めることを目的に現在２２サークルが活動
しております。内訳は、高齢者対象１５団体（配食サービス・傾聴等）・障害者対象３団体（手話・点字・音訳）・青
少年育成・病院・理容・手打ちそば作りの実演・指導等のボランティアです。
　平成２７年度事業として、６月に「ボランティアのつどい」を開催、１１月にはボランティア活動の先進地である
千葉県佐倉市ボランティア連絡協議会（佐倉市ボラ連）を視察しました。

【視察研修報告】

ボランティアに関心のある方、連絡をお待ちしています。
 ■問い合わせ先

　佐倉市は、人口約１７万７０００人・面積１０３K㎡
で、都心から４０Km、３０分の位置にあります。
　佐倉市ボラ連は、２９団体・個人登録会員（約１,００
０人）で構成され、今年で３５年目を迎えるそうです。
　さまざまな行事や事業を通じて会員の交流・情報
交換を行い、「楽しく、無理せず、自分らしく」を合言葉
に自主運営している素晴らしい活動を視察研修する
とともに、「ボランティアも高齢化」をテーマに交流会
（意見交換）を行いました。
　そして午後は、雪印メグミルク（株）阿見工場見学。
徹底した衛生管理のもとに作られるチーズの自動化
された製造工程の見学と試食、さすが日本の食品工場
のすばらしさに感動するなど大変有意義な研修とな
りました。

●土浦市ボランティアサークル連絡協議会事務局
　土浦市ボランティアセンター内（ウララ 2ビル 6階）
　開館日時：火～金曜日・土曜日（隔週）・日曜日（隔週）
　　　　　　９：００～１６：３０
　　　　　　☎８２７－１８９１
●福祉のまちづくり係　☎８２１－５９９５

ボランティアセンターからのご案内

土浦市ボランティアサークル連絡協議会の活動紹介

交流会 工場見学

ボランティアのつどい

ボランティアのいこいの場として、
ご利用ください。

わたしたちといっしょに
ボランティア活動をしてみませんか。
わたしたちといっしょに
ボランティア活動をしてみませんか。
わたしたちといっしょに
ボランティア活動をしてみませんか。

■と　　き ２月６日（土）１０：００～１２：００
■と こ ろ 総合福祉会館５階（ウララ2ビル）
 調理実習室　
■対 象 者 市内在住のひとり親家庭の親子及び寡婦
■講　　師 西岡栄子さん（料理研究家）
■内　　容 お菓子づくり
■定　　員 ２０名（申込多数の場合は抽選）
■持 ち 物　エプロン，三角巾，筆記用具
■参 加 費 【土浦市母子寡婦会員】
 大人200円　中学生以下100円
 【一般】
 大人300円　中学生以下200円
■申込方法 電話で
■申込締切 １月２９日（金）
■問い合わせ先 福祉のまちづくり係（☎821-5995）
■共　　催 土浦市母子寡婦福祉連絡協議会

ひとり親家庭
新入学児童お祝いの集い

ひとり親家庭
新入学児童お祝いの集い

ひとり親家庭
新入学児童お祝いの集い

■と　　き ３月５日（土）１０：００～１１：３０
■と こ ろ 総合福祉会館４階（ウララ2ビル）
 講義講習室1･2　
■対 象 者 平成28年度小学校へ入学する市内在住の
 ひとり親家庭の児童と保護者
■内　　容 入学祝い品（学用品）の贈呈・人形劇鑑賞
■参 加 費 無料
■申込方法 電話で（親子の名前・住所・電話・
 お子さんの生年月日）
■申込締切 １月２９日（金）
■問い合わせ先 福祉のまちづくり係（☎821-5995）
■共　　催 土浦市母子寡婦福祉連絡協議会

4月から小学校に入学するひとり親家庭のお子さんに，
入学祝い品を贈呈し，お祝いの集いを開催いたします。
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　民生委員・児童委員は、地域住民の福祉向上のために、民生委員法に基づいて厚生労
働大臣が委嘱する民間の奉仕者で、児童福祉法による児童委員も兼ねています。

地域の身近な相談相手

民生委員・児童委員のマーク

民生委員・児童委員はどんな相談を受けてくれるのですか。
　民生委員・児童委員は、高齢者、障害がある人、子育ての心配ごとがある
人などの福祉に関する幅広い相談を受けています。相談の内容に応じて、市
の福祉事務所や社会福祉協議会などに橋渡しをして、必要とする福祉サー
ビスを受けながら安心して生活できるようにお手伝いしています。

Q

自分が住んでいる地区の民生委員・児童委員が分からないの
ですが。
　現在、市内の民生委員・児童委員の定数は２３９名で、それぞれ担当する
地区があります。お住まいの地区を担当する委員が分からない場合は、お問
い合わせください。

Q

主任児童委員はどのような活動をされている方ですか。
　民生委員・児童委員の中に、児童福祉に関わる問題を専門的に担当する主任児童委員がいます。
主任児童委員は、市の福祉事務所、児童相談所や保健所、学校などとの連絡調整や、他の民生委員・
児童委員と連携・協力し、児童の健全な育成を支援しています。

Q

相談内容の秘密は守られるのですか。
　民生委員・児童委員は、相談内容の秘密を守ることを法律上義務付けられています。相談内容や
秘密が漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

Q

赤ちゃんおめでとう訪問事業赤ちゃんおめでとう訪問事業

民生委員・児童委員の活動民生委員・児童委員の活動民生委員・児童委員の活動

■問い合わせ先　土浦市健康増進課　☎８２６－３４７１　

■問い合わせ先　土浦市社会福祉課　☎８２６－１１１１　内線 2430

　土浦市では、赤ちゃんが生まれたご家庭に、民生委員・児童委員や保健師が訪問して
乳幼児健康診査や子育て支援に関する情報をお伝えし、安心して子育てができるように
支援する事業を行っています。
　民生委員・児童委員は地域の福祉や子どもについての身近な相談相手です。秘密は
守られますので、気軽にご相談ください。

障害をお持ちの方の困りごとは…土浦市基幹相談支援センター　へ　☎029-821-5995
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平成27年度
全国社会福祉大会

平成27年度
全国社会福祉大会

新治総合福祉センター

日　　  時 3月2６日（土）
 10：00～13：00
場　  　所 新治総合福祉センター
内　　  容 ○同好会・クラブと教室の発表及び展示販売、歌謡ショー、囃子
 ○下坂田そば愛好会、あんまん、焼きそば、綿あめ、
 　ポップコーン、豚汁
問い合わせ先 新治総合福祉センター　　☎８６２－３５２２
 土浦市沢辺１４２３－１

障害者への虐待に関するご相談は…土浦市障害者虐待防止センター　へ　２４時間３６５日対応専用ダイヤル ☎029-824-1650

ーー「さくらまつり」「さくらまつり」「さくらまつり」

茨城県社会福祉大会報告茨城県社会福祉大会報告茨城県社会福祉大会報告

開催しま～す！
開催しま～す！

菊池 悦子さん緑綬褒章  受章
（社会奉仕活動功績）

第65回

　11月20日（金）日比谷公会堂にて、厚生
労働省・全国社会福祉協議会・中央共同募
金会の主催のもと、「平成27年度全国社
会福祉大会」が開催されました。
　社会福祉活動の実績が認められ、全国
で36団体の社会福祉協議会が表彰されま
した。その中で、土浦市社会福祉協議会は
地域を基盤とした地域ケアシステム推進
事業の活動が評価され、全国社会福祉協
議会会長表彰を受賞いたしました。
　今後もより一層の福祉の
まちづくりの推進に努めて
まいります。

多年にわたりボランティア活動で
地域福祉に貢献されました

多年にわたりボランティア活動で
地域福祉に貢献されました

多年にわたりボランティア活動で
地域福祉に貢献されました

　11月17日（火）、第６５回茨城県社会福祉大会が茨城県社会福祉協議会主催のもと18年ぶりに土浦市で開催
され、県知事表彰をはじめ各部門で１８件の受賞がありました。また、今大会はアトラクションに土浦第二高等学校
合唱部の皆さんの美しい歌声やすばらしい演出のご協力を得て、盛会のうちに幕を閉じることができました。
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常総市災害ボランティアバス
活  動  報  告

常総市災害ボランティアバス
活  動  報  告

常総市災害ボランティアバス
活  動  報  告

ボランティアに関するご相談は…土浦市ボランティアセンター へ　☎029-827-1891

９月２９日 １４名参加

常総市「田畑のゴミ撤去プロジェクト」常総市「田畑のゴミ撤去プロジェクト」常総市「田畑のゴミ撤去プロジェクト」常総市「田畑のゴミ撤去プロジェクト」

　平成27年9月関東・東北豪雨の影響で被害に遭われた常総市の方々を支援するため、ご協力ありがとう
ございました。急な募集でしたが多くの市民ボランティアの皆様に参加いただきました。
　平成27年9月関東・東北豪雨の影響で被害に遭われた常総市の方々を支援するため、ご協力ありがとう
ございました。急な募集でしたが多くの市民ボランティアの皆様に参加いただきました。

１０月５日 １８名参加 １０月８日 １１名参加第 3回 第 1回 第 2回 

災害ボランティア活動の窓口として設置された「常総市災害ボランティアセンター」に、本市社協か
らも開設当初より継続して職員を派遣し、常総市災害ボランティアセンターの運営を支援しました。

　11月23日（月・祝）に常総市からの要請を受けて、今回の
豪雨で田畑に漂着したゴミ等を撤去するためのボランティア
を、市及び社協職員を対象として派遣しました。当日は悪天候
であったにもかかわらず、19名の職員がプロジェクトに参加し
ました。

職員派遣

事   業   報   告事   業   報   告事   業   報   告
アクティブシニア教室

を開催しました。（全８回）
簡単な運動やストレッチで身体と脳を活性
させ，認知症を予防する方法を楽しく学び
ました。

「活き活き！シナプス体操 !!」「活き活き！シナプス体操 !!」「活き活き！シナプス体操 !!」

去る9月30日（水）、「第35回土浦市高齢者
スポーツ大会」が1,254名の参加者のもと盛
大に開催されました。

「第35回土浦市
  高齢者スポーツ大会」
「第35回土浦市
  高齢者スポーツ大会」
「第35回土浦市
  高齢者スポーツ大会」

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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のご案内のご案内福祉の店福祉の店福祉の店

物  品

金  銭
平成２７年８月１日  ～平成２７年１１月３０日 

・一中地区民生委員児童委員協議会
・霞ヶ浦駐屯地　曹友会
・茨城YMCA　チャリティゴルフ実行委員会
・大畑そば愛好会
・新治婦人会
・四中地区公民館まつり実行委員会
・四中地区ヘルシー料理同好会

・永国東社会学級
・都和中地区民生委員児童委員協議会
・一中地区民生委員児童委員協議会
・石黒公子
・社会福祉法人　祥風会
・ぴいまんの会
・七字祐子
・酒井眞理子

・土浦市役所将棋倶楽部
・林春男
・土浦市役所囲碁同好会
・水戸信用金庫　第6・第7ブロック
・中村南三丁目かけはし会
・酒井智子
・土浦訪問看護ステーション
・茨城県県南生涯学習センター

3,191円
74,080円
30,000円
30,000円
30,000円
15,500円
3,000円

認知症などでお困りの方は…地域包括支援センターうららまでご相談ください　☎029-824-0332

編集後記

ご協力ありがとうございました。
善　意　銀　行 （敬称略・順不同）

お問い合わせ・お申込みは

ポ  プ  ラポ  プ  ラ
　福祉の店「ポプラ」では、市内外の社会福祉施設等で障害者の方々が作った
手作り作品を販売しています。皆さまのご来店をお待ちしております。
　福祉の店「ポプラ」では、市内外の社会福祉施設等で障害者の方々が作った
手作り作品を販売しています。皆さまのご来店をお待ちしております。

営業時間  木曜日から火曜日
　　　　  １１：００～１８：００（水曜日・年末年始休業）
住　　所  土浦市中央１-１２-２５
電　　話  ０９０-４７００-７１４１

営業時間  月曜日から日曜日
　　　　  ９：００～１８：００（年末年始休業）
住　　所  土浦市大和町９－１ウララビル１階市民エリア
電　　話  ０２９－８２７－１１３０

▲水戸信用金庫 第6・第7ブロック
（車いす2台寄贈）

▲霞ヶ浦駐屯地曹友会

　2016 新しい年の未来に向けた時が動き出しました。
　本年も社会福祉協議会の各種事業の推進に格別のご
支援とご協力をお願いいたします。
　新年号の編集では、読者のご協力により朝日に照ら
された「新生土浦の街」の姿ととも
に、スタートいたしました。
　本年も、皆様に親しんでいただけ
ますよう、努めてまいりますので、
応援よろしくお願いいたします。

福祉の店「ポプラ」中央店福祉の店「ポプラ」
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