
●平成３０年度社会福祉協議会基本方針並びに資金収支予算

●社会福祉大会開催報告　　●社協事業紹介　　●福祉の店ポプラ営業時間変更のお知らせ

●ボランティアまつり開催のお知らせ　　●各種講座、教室参加者募集

●まごころコーナー　　●善意銀行からのお知らせ　　●こども食堂サポーター募集

お も な 内 容

No.158

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。

誰もが
安心して暮らせる

福祉のまちづくり

『社協』は社会福祉協議会の略称です。

平成２９年１２月４日 ～ 平成３０年３月３０日 ご協力ありがとうございました。
善　意　銀　行 （敬称略）

金  銭
齋田笑子  1,000円
匿名  10,000円
まりやま新町自治会  20,000円
一中地区民生委員児童委員協議会  5,183円
二中地区民生委員児童委員協議会  16,772円
一中地区公民館まつり実行委員会  20,000円
カトリック土浦教会  30,000円
株式会社アサヒテクノ  30,000円

・
・
・
・
・
・
・
・

三中地区文化祭実行委員会  9,000円
土浦聖母幼稚園父母教師会  20,000円
北条中27会土浦地区一同  23,000円
土浦友の会  5,000円
宗教法人海蔵寺 住職 大嶋庄二 100,000円
新治総合福祉センターわくわく教室  2,100円
日立建機株式会社マイカー自治会  100,000円
土浦蕎麦同好会  7,900円
国分町婦人学級  2,850円

・
・
・
・
・・
・
・
・
・

物  品
三菱製紙株式会社
土浦訪問看護ステーション
土浦市母の会連絡協議会
都和中地区民生委員児童委員協議会
NPO法人いろは

・
・
・
・
・

白田孝夫
ミニストップ(株)
悠遊庵さんぽみち
塚田陶管株式会社
たんぽぽの会
渡辺紀子

・
・
・
・
・
・

土浦亀城ライオンズクラブ　いずみ支部
六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
四中地区民生委員児童委員協議会
木村勝義
土浦協同病院看護師会

・
・
・
・
・
・

　新治総合福祉センターには、５０本以上の桜の木が
有り、ソメイヨシノが満開を迎えています。その桜の
木で囲まれた池では、鮒釣り客が糸を垂らし、とても
絵になる光景です。さらに、山桜を背にし、青々とし
た芝生の公園が有り、緑に囲まれた静かな施設です。
　当福祉センターでは、恒例の各種教室・講座を開催いたします。（詳
細は６ページ）新年度をきっかけに、何か新しいことを始めてみたらい
かがでしょうか。みなさんの参加をお待ちしております。（Ｓ．Ｋ）

編集後記

2018.4.17

善意銀行からのお知らせ
　善意銀行では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ
くりを進めるため、市民の皆様の温かいご芳志をお預か
りし、福祉の援助を必要とされている方々や当協議会が
推進する地域福祉事業のために払出しをさせていただい
ております。
　平成３０年度は、当協議会の右記の事業に活用させて
いただきます。

　つちうらほぺたん食堂は、地域の子どもたちの居場所であり
たいと考えています。毎月第４水曜日（17：00 から 20：００まで）ウララ２ビル５
階の高齢者生きがいセンター内で、市内中学生以下の子どもとその保護
者を対象に開催しています。参加費は、子ども１００円、おとな３００円です。
つちうらほぺたん食堂では、この活動を応援してくれる方を募集していま
す。食材等の寄付については、未開封・常温保管可能・賞味期限１か月

前のものでお願いしておりますが、全てがその限りで
はございませんので、お問い合わせください。

善意銀行
助成金
交付事業
について

　善意銀行では、地域福祉の増進を目的とする事業に対して、助成金の交付を行います。
助成金の交付を希望する場合には、下記のとおり申請してください。

内 容 各福祉分野において、市内で実施される平成３０年度内事業
※すでに終了した事業も対象となります。

必要書類 払出申込書、会員名簿、事業計画書、予算書、その他必要とする書類
※払出申込書はお問合せください。他の書類については任意の様式とします。

対象団体 市内の福祉関係団体、ボランティアサークル、学校関係など
申込方法 必要書類を平成３０年５月３１日までに、社会福祉協議会へ

助 成 金 審査の上、総事業費の２分の１（上限２０万円）までを助成いたします。
申込・問合せ先 福祉のまちづくり係　☎８２１－５９９５

子ども食堂をはじめました！

問合せ　福祉のまちづくり係　☎８２１－５９９５

事業名 予算額
老人福祉活動事業

障害者・児福祉活動事業

児童・青少年福祉活動事業

母子・父子福祉活動事業

福祉育成・援助活動事業

ボランティアセンター活動推進事業

交通遺児等福祉基金事業

合　　　計

円

円

円

円

円

円

円

円

1,878,000
60,000
173,000
366,000
1,370,000
319,000
470,000

4,636,000

ふれあいネットワーク次号は、６月１５日（金）発行予定です。



１　ふれあいネットワーク体制の推進
３　相談支援体制の充実
５　支部活動の強化・充実
７　財政運営の適正化

２　ボランティア活動の推進
４　子ども福祉事業の充実
６　介護保険サービス・障害福祉サービスの充実

《平成30年度　基本方針》

《重点目標》

■社協会費・共同募金配分金収入　29,725千円 （4.2％）　　

＜収入＞ 　708,115 千円

■介護保険・自立支援給付費等収入　109,101千円 （15.4％）　
介護保険収入・介護予防収入・自立支援給付費収入　等

■事業収入　6,621千円 （0.9％）　
福祉の店事業収入・参加費収入　等

■その他の収入　49,617千円 （7.0％）　
経理区分間繰入金収入・寄付金収入・雑収入　等

■補助金・受託金収入　358,554千円 （50.7％）　
専任職員設置補助金・友愛サービス事業補助金・ボランティアセンター補助金・
高齢者指導育成事業補助金・生活支援体制整備事業受託金・
地域力強化推進事業受託金・地域包括支援センター事業受託金　等

■指定管理料収入　154,497千円 （21.8％）　
土浦市障害者自立支援センター指定管理料・
土浦市老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」指定管理料　等

平成30年度 社会福祉協議会（社会福祉事業・公益事業）会計収支予算

50.7%

21.8%

15.4%

0.9%
7.0%

「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」をめざして
少子高齢化、人口減少社会を迎え、社会保障費の増加傾向
は当分の間続くものと思われます。
この時代の大波を乗り越えるため、地域共生社会の実現が
急務とされ、地域の中でお互いに支え合う仕組みづくりが求
められています。
社会福祉協議会は、小地域福祉活動やボランティア活動、
住民参加型支え合い活動などを通じて、地域福祉の推進役
として活動を続けてきました。この役割は今後ますます大きく
なってまいります。
本年度は、第３次地域福祉活動計画の初年度であります。
時代の要請を的確にとらえ、本会の基本理念である、「誰も
が安心して暮らせる福祉のまちづくり」の進展のため、活動
計画の着実な推進を図ってまいります。

将来を担う子どもたちの福祉教育の一助とするため、福祉
副読本を作成します。
昨年度開設した子ども食堂を、各地区で開催できるよう支
援していきます。
我が事・丸ごと地域共生社会構築のため、国が推進してい
る、「地域力強化推進事業」と「多機関の協働による包括的支
援体制構築事業」を市から受託し、これまで着実に築いてき
た「ふれあいネットワーク事業」と、昨年受託した「生活支援体
制整備事業」を組み合わせることにより、より一層の事業効
果を実現します。
その他、既存の事業にあっては、常に見直しと、先取の精神
を忘れることなく、本会会員である、市民・関係団体の皆様と
手を携えて、事業を推進してまいります。

＜支出＞ 　708,115 千円

 ■生活相談事業　34,815千円 （4.9％）
生活困窮者自立支援事業・生活福祉資金の申請相談・ふれあい福祉資金の貸付・
成年後見センターつちうらの運営・心配ごと相談事業の実施　等

 ■法人運営事業　183,513千円 （25.9％）
理事会・評議員会の開催・社協会員加入の促進・「つちうら社協だより」の発行・
ホームページの充実・共同募金運動への協力　等

 ■地域福祉推進事業　79,872千円 （11.3％）
ふれあいネットワークの推進及び統括・ふれあいいきいきサロン事業の推進・
生活支援体制整備事業の実施・地域力強化推進事業の実施・
多機関の協働による包括的支援体制構築事業の実施・社協支部事業の実施　等

 ■高齢福祉事業　9,096千円 （1.3％）
高齢者クラブの育成・各種大会の開催・アクティブシニア教室の開催・
愛の定期便事業の実施　等

 ■子ども福祉事業　5,873千円 （0.8％）
福祉ふれあい体験の実施・ファミリーサポートセンターの実施・
子ども食堂の開催、支援　等

 ■障害福祉事業　26,727千円 （3.7％）
国際盲人マラソン大会の開催・おもちゃライブラリーの運営・
福祉の店「ポプラ」の運営　等

 ■母子寡婦父子福祉事業　962千円 （0.2％）
土浦市母子寡婦福祉連絡協議会との連携・
ひとり親家庭親子ふれあいの集いの開催　等

 ■ボランティアセンター活動推進事業　10,207千円 （1.4％）
各種ボランティア養成講座の開催・ボランティアの活動調整・
ボランティアサークル連絡協議会との連携・善意銀行の運営・
災害ボランティアセンター設置訓練の実施　等

 ■施設管理運営等事業　139,901千円 （19.8％）
社会福祉センターの管理運営・新治総合福祉センターの管理運営・
老人福祉センターの管理運営・障害者自立支援センターの管理運営　等・

 ■在宅サービス・障害相談事業　131,054千円 （18.5％）
介護保険法に基づくサービスの提供（訪問介護）・
障害者総合支援法に基づくサービスの提供（生活介護等）・
地域生活支援事業（相談支援事業等）・基幹相談支援センターの運営・
障害者虐待防止センターの運営　等

 ■ふれあい相談事業　86,095千円 （12.2％）
地域包括支援センターの運営・認知症施策推進事業との連携　等
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つちうら社協だより ふれあいネットワーク

❸ ❷

平成30年度、第３次地域福祉活動計画が策定されます。第３次地域福祉活動計画の内容については、次号でご紹介いたします。
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地域包括支援センターの運営・認知症施策推進事業との連携　等
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1.3%
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4.9%

18.5%

12.2%
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0.8%
3.7%
0.2%
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つちうら社協だより ふれあいネットワーク

❸ ❷

平成30年度、第３次地域福祉活動計画が策定されます。第３次地域福祉活動計画の内容については、次号でご紹介いたします。



つちうら社協だより ふれあいネットワーク高齢者に関するご相談は、地域包括支援センターうらら へ　☎824-0332きずなBOXを社協事務所と福祉の店ポプラに設置しています。食料品の寄付をお願いします。

❺ ❹

４月１日より福祉の店「ポプラ」の営業時間が変更となりました。皆さまのご来店お待ちしております。

平成２９年度社協会費平成２９年度社協会費 ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました                        

一般会費
施設会費
合　計

12,977,800
600,000

13,577,800

社協会費は、各地域のひとり暮らし高齢者の方などに対する在宅福祉サービス
事業をはじめ、障害のある方々やひとり親家庭への支援、児童福祉体験講座の
実施、ボランティア活動の推進など、住民参加による小地域福祉活動に活用させ
ていただきました。また、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」のための各
種福祉事業及び社会福祉協議会の運営に活用させていただきました。

福祉の店「ポプラ」からのお知らせ

店　舗

中央店
（旧三菱東京UFJ銀行土浦支店前）

市庁舎店
（土浦市役所１階市民エリア内）

11：00 ～ 18：00

９：00 ～ 18：00

11：00～ 17：00

10：00～ 18：00

旧 新

対象者：市内在住の小学4年生～6年生
日　時：毎週土曜または日曜日　午前または午後2時間
会　場：市内５ヵ所（申込時にご案内いたします。）
費　用：無料
※参加するには所得等の要件がありますので、お問合せください。

 問　合　せ　月～金曜日　８：３０～１７：１５
　　　　　 （祝日・年末年始は除きます。）
直通ダイヤル　☎８２２－７６１０

ご家庭の経済的な事情等で塾に通うことができない小学 4 年生～ 6 年生の児童を対象に、
ボランティアによる学習支援を行っています。

土浦市学習支援事業「つちまる学習塾」のご案内

経済的な困りごとを抱え、生活に不安のある方の相談窓口です。

・仕事を辞めて家賃が払えない･･･
・借金が多くて生活が苦しい･･･
・仕事が見つからない･･･　　etc.

 相談支援員、

就労支援員が一緒に考え、

生活の立て直しや就労を

継続してサポートします。

ひとりで抱え込まずに

ご相談ください。
 相談受付　月～金曜日　８：３０～１７：１５
　　　　　 （祝日・年末年始は除きます。）
直通ダイヤル　☎８２２－７６１０

土浦市暮らし自立サポートセンターのご案内

相談日時：毎週水曜日　13:00 ～ 16:00まで
相談場所：土浦市総合福祉会館（ウララ2）4F　相談室
予　　約：必要ありません。直接相談室にお越しください。
料　　金：無料

相談員が、広く住民の日常生活の困りごとの相談に応じます。お気軽にご相談ください。

土浦市心配ごと相談所のご案内

去る２月１６日、土浦市民会館において、「社会福祉法人化５０周年記念 土浦市社会福
祉大会」を開催し、市民の皆さんをはじめ、民生委員児童委員、社会福祉施設・団体の
関係者、地区長、ボランティア等、約６５０人の方が参加されました。この大会は、多年
にわたり社会福祉に貢献された方々の功績をたたえるとともに、市内で福祉活動に携わっ
ている方々が集い、社会福祉に関する課題の解決に向けて決意を新たに、福祉活動の更
なる普及と社会福祉の一層の充実を図ることを目的に開催しました。

大会は、土浦市上高津にある筑波研究学園専門学校こども未来学科生　総勢８５名に
よる合唱・ダンス・和太鼓の華やかな競演によって開会となりました。

記念講演は、さわやか福祉
財団の堀田力会長をお招きし、

「支え合いが生む地域の力」
をテーマにお話しいただきまし
た。地域力強化の大切さを改
めて感じられる講演で、『人生
最高の喜びは、人に喜んでもらうこと、それが自分の喜びである。』
という言葉がとても印象的でした。

顕彰式典では、中川 清会長
から、社会福祉に貢献された各
分野代表の方に対し、表彰状と
感謝状の授与が行われました。
その後、来賓の祝辞、大会宣
言の採択が行われ、盛会のうち
に終了しました。

土浦市
社会福祉大会

受賞者・団体数

土浦市社会福祉協議会会長表彰

土浦市社会福祉協議会会長感謝

民生委員児童委員 ２１名
社会福祉団体の役職員 ５名
ボランティア １名、１団体
心配ごと相談員 １名
自立更生者 ６名

善意銀行寄付者 ５名、１７団体
社会福祉功労者 ５４名、　２団体

受賞された皆さん、
おめでとうございます

〈土浦市社会福祉大会を開催しました〉
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つちうら社協だより ふれあいネットワーク新治総合福祉センターのお風呂で温泉気分♨を味わってください！　☎862-3522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　☎827-1891

❼ ❻

　ボランティアサークル活動紹介・福祉体験コー
ナー・アトラクション・模擬店など、たくさんの方々
にボランティアの理解と交流を深めていただくために
開催します。どなたでも気軽に楽しめるイベントです。

新企画としてお楽しみ抽選会も行います！

是非ご来場ください
主催：土浦市ボランティアサークル連絡協議会

簡単な運動やストレッチで身体を意識し、楽しく運動をしながら「身体と頭」を生き活きさせましょう！

毎月２回（木曜日）10:30 ～ 11:45
＊初回は５/24 から全 21 回

土浦市立
四中地区公民館 25 名

定　員場　所日　程 受講料

１回 500 円

第７回ボランティアまつり開催！！
●会場：土浦市役所ウララ広場及び市民ラウンジ

●期日：６/９（土）10：00～ 1３：３0

ボランティアセンター　☎ ８２７－１８９１
福祉のまちづくり係　　☎ ８２１－５９９５

養成講座受講者募集 申込・問合せ先

手話奉仕員養成講座
と　き 平成３０年６月１４日から平成３１年２月２１日までの全２８回

毎週木曜日　１０：００～１２：００
ところ 土浦市総合福祉会館（ウララ２）４Ｆ　講義講習室１・２
対象者 市内在住・在勤で手話学習の経験がない方
定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
内　容 日常会話程度の手話表現の習得を目指します。

入

門

課

程

と　き 平成３０年６月１３日から平成３１年２月２０日までの全３０回
毎週水曜日　１９：００～２１：００

ところ 四中地区公民館　学習室２
対象者 市内在住・在勤で入門課程修了者または手話講習会等の受講経験がある方

（手話の読み取り、手話による日常会話ができる方）
定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
内　容 より高度な手話表現技術を学びます。

基

礎

課

程

受講料 無料（テキスト代は実費負担）
申込方法 ５月２９日（火）（必着）までに必要事項を記入の上、往復はがきでお申込みください。
記入内容 住所、氏名、生年月日、電話番号、希望課程（入門・基礎）、

手話講座受講経験の有無（講座名・受講年度） ※申込者多数の場合抽選

入
門
課
程
・

基
礎
課
程
共
通

( 返信おもて )

申込者住所

氏名

 ( 返信の裏は無記入 )

（往信うら）

住所
氏名 ( ふりがな )
生年月日
電話番号
希望課程
受講経験の有無
( 講座名・受講年度 )

手話奉仕員養成講座
　　参加申し込み

点字・点訳ボランティア養成講座
と　き 平成３０年６月１５日から平成３１年３月２２日までの全１７回

毎月第２・第４金曜日　１３：３０から１５：３０
（６月は第３・第４、８月は第４、１１月は第２・第５、１２月は第２金曜日）

ところ 土浦市総合福祉会館（ウララ２）６Ｆ　ボランティア活動室

申込方法 ５月２９日（火）までに電話でお申込みください。

定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
受講料 無料（テキスト代は実費負担）

点字の知識や
点訳のための
技術を学びます

音訳ボランティア養成講座
と　き 平成３０年５月１９日から平成３０年１０月２０日までの全１０回

毎月第３・第４土曜日　（８月は第４、１０月は第３土曜日のみ）
１０：００～１２：００（但し、都合により日程の変更が生じる場合があります）

ところ 土浦市総合福祉会館（ウララ２）６Ｆ　ボランティア活動室等
対象者 概ね６５歳まで　　受講後、土浦朗読の会で活動できる方

申込方法 ５月１５日（火）までに電話で
講座修了後 受講生は土浦朗読の会へ加入していただき、勉強会などへ出席していただきます。

＜勉強会等＞ 毎月第３土曜日１０：００～１２：００　ボランティア活動室

定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
受講料 無料（テキスト代・保険代は実費負担）

視覚障害者のための
録音図書制作を
行なうための

基礎知識を学びます。

新治総合福祉センターからのお知らせ

ぼくも参加します

こどもあそび
コーナーで

いっしょに
あそぼうよ！

「パーク＆バスライド」で
会場へはシャトルバス（無料）を運行します。

P 臨時駐車場（旧市庁舎前駐車場） ⇔ 会場

社会福祉協議会
福祉のまちづくり係　　☎８２１－５９９５
ボランティアセンター　☎８２７－１８９１

土浦市ボランティアサークル連絡協議会事務局
【問合せ先】

お楽しみ抽選会
１３：００～

（福祉体験＋アンケートに答えてくれた方に
抽選券を配布します）

（福祉体験＋アンケートに答えてくれた方に
抽選券を配布します）

聴覚障害者との
コミュニケーション手段の
一つである手話を学び、
聴覚障害への
理解を深めます。

シナプス体操
（認知症予防）の
受講者募集

生き活き

申込資格 市内に居住している概ね６０歳以上の方 受講決定 定員を超えたときは抽選となりま
す。応募の結果は、後日お知ら
せいたします。

問合せ先 福祉のまちづくり係
☎８２１－５９９５

申込方法 5 月 10 日（木）【必着】までに、官製
ハガキで、氏 名（ふりがな）、住 所、
生年月日、年齢、性別、電話番号を記
入してお申込みください。

教室名 内　容 曜　日 参加費 材料費 定員

① 初めての方の　　　　　　　
着物リフォーム教室

着物をリメイクして、ブラウス、チュニック、
パンツなどを作ります。　※初めて参加の方対象

第１・第２　木曜日
13：00～ 15：00　 500 円 実費 20名

② 初めての方の　　　　　　　　　
吊るし雛作り教室

小さなお人形を作って吊るし雛にし
ます。　※初めて参加の方対象

第１・第３　火曜日
９：30～ 11：30　　　500円 実費 20名

③ 初心者向けフラワー
アレンジメント教室

アレンジメントの基本、寄せ植え、　花束、オア
シスを使って季節のアレンジメントを作ります。

第３・第４　木曜日
９：30～ 11：30 500 円 実費 20名

④ つるかご作り教室 ツヅラフジを使って、かごを作りま
す。　※ 11月～１月の３回コース

第３水曜日
13：00～ 15：00 500 円 実費 20名

⑤ 料理教室 ハム・ベーコン・朝鮮漬けを作りま
す。　※ 12月～１月の４回コース　　　　　　　　

12/ １㈯　12/ ８㈯　
１/８㈫　１/12 ㈯
９：00～ 12：00　　　　　　　

500 円 実費 20名

⑥ にいはりカレッジ 出前講座及びウォーキング、施設見学も
あります。　※６～10月の10回コース

第２・第４　金曜日　　　　
10：30～ 12：00 500 円 無 30名

⑦ いきいき体操 楽しく身体を動かしましょう！※４月から
３月まで開催　※電話申込み５月 21㈪まで

第２・第４　水曜日　　　　
13：30～ 14：30 無 無 無

6月から下記教室を開催致します。（開催期間：６月から 2月まで）
詳細については、チラシ・社会福祉協議会ホームページ等でお知らせいたします。

♪年齢を問わず、健康づくり、仲間づくりの場として、楽しい時間を過ごしましょう♬

申　込　方　法：①～⑥の教室は、往復はがきに、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
希望教室を記入して郵送、または郵便はがきを窓口に持参

　　　　　　※はがき１枚につき１教室の申込み (連名での申込みはできません。）
申込締切日：５月 21 日（月）当日消印有効　※定員を超えたときは抽選となります。

土浦市新治総合福祉センター
〒 300-4104　土浦市沢辺 1423-1
☎  ８６２－３５２２

FAX ８６２－２９４０

申込・問合せ先



つちうら社協だより ふれあいネットワーク新治総合福祉センターのお風呂で温泉気分♨を味わってください！　☎862-3522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　☎827-1891

❼ ❻

　ボランティアサークル活動紹介・福祉体験コー
ナー・アトラクション・模擬店など、たくさんの方々
にボランティアの理解と交流を深めていただくために
開催します。どなたでも気軽に楽しめるイベントです。

新企画としてお楽しみ抽選会も行います！

是非ご来場ください
主催：土浦市ボランティアサークル連絡協議会

簡単な運動やストレッチで身体を意識し、楽しく運動をしながら「身体と頭」を生き活きさせましょう！

毎月２回（木曜日）10:30 ～ 11:45
＊初回は５/24 から全 21 回

土浦市立
四中地区公民館 25 名

定　員場　所日　程 受講料

１回 500 円

第７回ボランティアまつり開催！！
●会場：土浦市役所ウララ広場及び市民ラウンジ

●期日：６/９（土）10：00～ 1３：３0

ボランティアセンター　☎ ８２７－１８９１
福祉のまちづくり係　　☎ ８２１－５９９５

養成講座受講者募集 申込・問合せ先

手話奉仕員養成講座
と　き 平成３０年６月１４日から平成３１年２月２１日までの全２８回

毎週木曜日　１０：００～１２：００
ところ 土浦市総合福祉会館（ウララ２）４Ｆ　講義講習室１・２
対象者 市内在住・在勤で手話学習の経験がない方
定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
内　容 日常会話程度の手話表現の習得を目指します。

入

門

課

程

と　き 平成３０年６月１３日から平成３１年２月２０日までの全３０回
毎週水曜日　１９：００～２１：００

ところ 四中地区公民館　学習室２
対象者 市内在住・在勤で入門課程修了者または手話講習会等の受講経験がある方

（手話の読み取り、手話による日常会話ができる方）
定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
内　容 より高度な手話表現技術を学びます。

基

礎

課

程

受講料 無料（テキスト代は実費負担）
申込方法 ５月２９日（火）（必着）までに必要事項を記入の上、往復はがきでお申込みください。
記入内容 住所、氏名、生年月日、電話番号、希望課程（入門・基礎）、

手話講座受講経験の有無（講座名・受講年度） ※申込者多数の場合抽選

入
門
課
程
・

基
礎
課
程
共
通

( 返信おもて )

申込者住所

氏名

 ( 返信の裏は無記入 )

（往信うら）

住所
氏名 ( ふりがな )
生年月日
電話番号
希望課程
受講経験の有無
( 講座名・受講年度 )

手話奉仕員養成講座
　　参加申し込み

点字・点訳ボランティア養成講座
と　き 平成３０年６月１５日から平成３１年３月２２日までの全１７回

毎月第２・第４金曜日　１３：３０から１５：３０
（６月は第３・第４、８月は第４、１１月は第２・第５、１２月は第２金曜日）

ところ 土浦市総合福祉会館（ウララ２）６Ｆ　ボランティア活動室

申込方法 ５月２９日（火）までに電話でお申込みください。

定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
受講料 無料（テキスト代は実費負担）

点字の知識や
点訳のための
技術を学びます

音訳ボランティア養成講座
と　き 平成３０年５月１９日から平成３０年１０月２０日までの全１０回

毎月第３・第４土曜日　（８月は第４、１０月は第３土曜日のみ）
１０：００～１２：００（但し、都合により日程の変更が生じる場合があります）

ところ 土浦市総合福祉会館（ウララ２）６Ｆ　ボランティア活動室等
対象者 概ね６５歳まで　　受講後、土浦朗読の会で活動できる方

申込方法 ５月１５日（火）までに電話で
講座修了後 受講生は土浦朗読の会へ加入していただき、勉強会などへ出席していただきます。

＜勉強会等＞ 毎月第３土曜日１０：００～１２：００　ボランティア活動室

定　員 ２０人（申込者多数の場合抽選）
受講料 無料（テキスト代・保険代は実費負担）

視覚障害者のための
録音図書制作を
行なうための

基礎知識を学びます。

新治総合福祉センターからのお知らせ

ぼくも参加します

こどもあそび
コーナーで

いっしょに
あそぼうよ！

「パーク＆バスライド」で
会場へはシャトルバス（無料）を運行します。

P 臨時駐車場（旧市庁舎前駐車場） ⇔ 会場

社会福祉協議会
福祉のまちづくり係　　☎８２１－５９９５
ボランティアセンター　☎８２７－１８９１

土浦市ボランティアサークル連絡協議会事務局
【問合せ先】

お楽しみ抽選会
１３：００～

（福祉体験＋アンケートに答えてくれた方に
抽選券を配布します）

（福祉体験＋アンケートに答えてくれた方に
抽選券を配布します）

聴覚障害者との
コミュニケーション手段の
一つである手話を学び、
聴覚障害への
理解を深めます。

シナプス体操
（認知症予防）の
受講者募集

生き活き

申込資格 市内に居住している概ね６０歳以上の方 受講決定 定員を超えたときは抽選となりま
す。応募の結果は、後日お知ら
せいたします。

問合せ先 福祉のまちづくり係
☎８２１－５９９５

申込方法 5 月 10 日（木）【必着】までに、官製
ハガキで、氏 名（ふりがな）、住 所、
生年月日、年齢、性別、電話番号を記
入してお申込みください。



●平成３０年度社会福祉協議会基本方針並びに資金収支予算

●社会福祉大会開催報告　　●社協事業紹介　　●福祉の店ポプラ営業時間変更のお知らせ

●ボランティアまつり開催のお知らせ　　●各種講座、教室参加者募集

●まごころコーナー　　●善意銀行からのお知らせ　　●こども食堂サポーター募集

お も な 内 容

No.158

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。

誰もが
安心して暮らせる

福祉のまちづくり

『社協』は社会福祉協議会の略称です。

平成２９年１２月４日 ～ 平成３０年３月３０日 ご協力ありがとうございました。
善　意　銀　行 （敬称略）

金  銭
齋田笑子  1,000円
匿名  10,000円
まりやま新町自治会  20,000円
一中地区民生委員児童委員協議会  5,183円
二中地区民生委員児童委員協議会  16,772円
一中地区公民館まつり実行委員会  20,000円
カトリック土浦教会  30,000円
株式会社アサヒテクノ  30,000円

・
・
・
・
・
・
・
・

三中地区文化祭実行委員会  9,000円
土浦聖母幼稚園父母教師会  20,000円
北条中27会土浦地区一同  23,000円
土浦友の会  5,000円
宗教法人海蔵寺 住職 大嶋庄二 100,000円
新治総合福祉センターわくわく教室  2,100円
日立建機株式会社マイカー自治会  100,000円
土浦蕎麦同好会  7,900円
国分町婦人学級  2,850円

・
・
・
・
・・
・
・
・
・

物  品
三菱製紙株式会社
土浦訪問看護ステーション
土浦市母の会連絡協議会
都和中地区民生委員児童委員協議会
NPO法人いろは

・
・
・
・
・

白田孝夫
ミニストップ(株)
悠遊庵さんぽみち
塚田陶管株式会社
たんぽぽの会
渡辺紀子

・
・
・
・
・
・

土浦亀城ライオンズクラブ　いずみ支部
六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
四中地区民生委員児童委員協議会
木村勝義
土浦協同病院看護師会

・
・
・
・
・
・

　新治総合福祉センターには、５０本以上の桜の木が
有り、ソメイヨシノが満開を迎えています。その桜の
木で囲まれた池では、鮒釣り客が糸を垂らし、とても
絵になる光景です。さらに、山桜を背にし、青々とし
た芝生の公園が有り、緑に囲まれた静かな施設です。
　当福祉センターでは、恒例の各種教室・講座を開催いたします。（詳
細は６ページ）新年度をきっかけに、何か新しいことを始めてみたらい
かがでしょうか。みなさんの参加をお待ちしております。（Ｓ．Ｋ）

編集後記

2018.4.17

善意銀行からのお知らせ
　善意銀行では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ
くりを進めるため、市民の皆様の温かいご芳志をお預か
りし、福祉の援助を必要とされている方々や当協議会が
推進する地域福祉事業のために払出しをさせていただい
ております。
　平成３０年度は、当協議会の右記の事業に活用させて
いただきます。

　つちうらほぺたん食堂は、地域の子どもたちの居場所であり
たいと考えています。毎月第４水曜日（17：00 から 20：００まで）ウララ２ビル５
階の高齢者生きがいセンター内で、市内中学生以下の子どもとその保護
者を対象に開催しています。参加費は、子ども１００円、おとな３００円です。
つちうらほぺたん食堂では、この活動を応援してくれる方を募集していま
す。食材等の寄付については、未開封・常温保管可能・賞味期限１か月

前のものでお願いしておりますが、全てがその限りで
はございませんので、お問い合わせください。

善意銀行
助成金
交付事業
について

　善意銀行では、地域福祉の増進を目的とする事業に対して、助成金の交付を行います。
助成金の交付を希望する場合には、下記のとおり申請してください。

内 容 各福祉分野において、市内で実施される平成３０年度内事業
※すでに終了した事業も対象となります。

必要書類 払出申込書、会員名簿、事業計画書、予算書、その他必要とする書類
※払出申込書はお問合せください。他の書類については任意の様式とします。

対象団体 市内の福祉関係団体、ボランティアサークル、学校関係など
申込方法 必要書類を平成３０年５月３１日までに、社会福祉協議会へ

助 成 金 審査の上、総事業費の２分の１（上限２０万円）までを助成いたします。
申込・問合せ先 福祉のまちづくり係　☎８２１－５９９５

子ども食堂をはじめました！

問合せ　福祉のまちづくり係　☎８２１－５９９５

事業名 予算額
老人福祉活動事業

障害者・児福祉活動事業

児童・青少年福祉活動事業

母子・父子福祉活動事業

福祉育成・援助活動事業

ボランティアセンター活動推進事業

交通遺児等福祉基金事業

合　　　計

円

円

円

円

円

円

円

円

1,878,000
60,000
173,000
366,000
1,370,000
319,000
470,000

4,636,000

ふれあいネットワーク次号は、６月１５日（金）発行予定です。


