
母子から学ぶ、命の尊さ
　児童センターでは、県立東海高校３年生が赤
ちゃんとふれあい、愛らしさを実感し思いやりの
心を育むとともに、母親から育児についての話を
聞き、命の尊さを知る「高校生赤ちゃんふれあい
体験」を行っています。
　高校生からは「子育てが大変なのがよくわかっ
た。両親に感謝したい」と嬉しい話がありました。
また、参加した親子からは「普段、高校生とふれ
あうことがないので良い機会になった」との声が
聞かれました。

　今年は 6月18日（火）に実施します。６月現
在で１歳未満の赤ちゃんの親子を募集していま
す。皆さまのご参加をお待ちしております。
【問い合わせ】児童センター　☎（306）1017

〔特　　集〕2019年度の村社協の取り組みを
　　　　　　紹介します…………………… P２～３
〔事業紹介〕「ほっとけないシート」とは？… P４
〔活動紹介〕こだま・お弁当配食（白方地区）…… P５
〔支援情報〕あなたに合った働き方を探すお手伝い…… P６

Pick Up！

＊ 高校生赤ちゃんふれあい体験（2018年10月23日実施）

（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　☎029－282－2595 1



　日頃より皆さま方には、村社協の事業運営に対して、格別のご高配を賜り心よ
り感謝申し上げます。本会では、昨年度から施行された「第 4次東海村地域福祉
活動計画」と「第 3次東海村社会福祉協議会発展・強化計画」に基づき、地域の
皆さまをはじめ関係団体・専門機関・行政などとの連携・協働により、本会の基
本理念である「かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり」の具
現化に努めてまいります。今後ともより一層のご理解とご支援をお願い申し上げ
ます。… 社会福祉法人東海村社会福祉協議会　会長　黒羽根…弘一

・地域支え合い体制整備事業（村受託事業）
・多機関の協働による包括的支援体制構築事業（厚生労働省モデル事業）

　本会では、下記の予算を元に今年度の地域福祉活動を展開していきます。

　住民の皆さまのさまざまな困
りごとに対し、専門職の支援や
住民同士の支え合いなど地域に
ある資源をつなぎ、細やかなサ
ポートを展開する仕組みづくり
や、生活を支える新たな資源開
発に取り組んでいます。
　調整役を担うコーディネー
ターを全村域と生活圏域に配置
してさらなる強化を図ります。

▲住民の代表者や福祉の専門職が集
まる「絆まるっとプロジェクト」
にて、東海村の相談体制などにつ
いての話し合いを重ねています。

▲ “ ご近所の困りごと ” に気づく視点
が地域に広がるよう、認知症など
の寸劇を取り入れた研修会を開催
しています。

会　長　挨　拶

2019年度重点事業

2019年度予算の概要

収入合計
50,301万円

①20,182万円
　40.1％

①受託金収入
②補助金収入
③障害福祉サービス等事業収入
④前期末支払資金残高
⑤事業収入
⑥介護保険収入
⑦サービス区分間繰入金収入
⑧共同募金助成金収入
⑨事業区分間繰入金収入
⑩会費収入
⑪基金積立資産取崩収入
⑫貸付事業等収入
⑬寄付金収入
⑭その他の収入

①法人運営事業
②総合福祉センター管理運営事業
③障害者センター事業
④デマンド交通運営事業
⑤高齢者センター事業
⑥居宅介護支援事業
⑦多機関の協働による包括的支援体制構築事業
⑧退職積立事業
⑨地域福祉協働事業
⑩ボランティア市民活動センター事業
⑪生活支援ネットワーク事業
⑫赤い羽根共同募金助成事業
⑬小口資金貸付事業
⑭歳末たすけあい募金助成事業
⑮子育て支援関連等受託事業
⑯児童センター事業
⑰地域支え合い体制整備事業

②16,842万円
　33.5％

③5,063万円
　10.1％

④1,751万円
　3.5％

⑤1,564万円
　3.1％

⑥1,556万円
　3.1％

支出合計
50,301万円

⑪685万円 1.4％
⑫653万円 1.3％
⑬236万円 0.5％
⑭235万円 0.5％
⑮189万円 0.4％
⑯119万円 0.2％
⑰78万円 0.1％

⑦943万円
　1.9％

⑧784万円
　1.6％

⑨772万円
　1.5％

⑩345万円
　0.7％

⑪273万円
　0.5％

⑫110万円
　0.2％

⑬60万円
　0.1％

⑭56万円
　0.1％

①17,590万円
　35.0％

②9,242万円
　18.4％

③7,214万円
　14.3％

④5,650万円
　11.2％

⑤2,707万円
　5.4％

⑥1,606万円
　3.2％

⑦1,258万円
　2.5％

⑧1,130万円
　2.2％

⑨957万円
　1.9％

⑩752万円
　1.5％
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社協会費は、このような地域福祉活動に活用しています社協会費は、このような地域福祉活動に活用しています

　村社協が行う地域に根差した福祉活動に賛同し、ボランティアなどへの直接的な参加協力が難し
くても、“ 社協会員 ” として会費を支払うことで、村社協の活動を財政的に支えるサポーターとし
て協力いただくものです。

　２ページ左下の予算にある “ ⑩会費収入 ” は、“ 社協会員 ” に加入いただいた住民の皆さまから
お預かりするもので、村社協のさまざまな事業を運営するために、寄付金・共同募金からの助成金
などと共に貴重な財源となっています。

　自治会・直送組合に加入されている方には、現在自治会・直送組合を通して 2019 年度の会員加
入をお願いしているところです。社協会員制度の理念や会費の活用方法をご理解いただき、ぜひ多
くの皆さまのご加入をお待ちしています。

■……加入する方法……■
　村社協窓口（総合福祉センター「絆」内）にて、通年で加入を受け付けています（午前 8時半～
午後5時15分）。窓口で会費をお預かりし、その場で今年度の会員加入手続きが完了します。自治会・
直送組合に加入されている方については、各地区の自治会長・班長のご協力により、班を通して納
入いただいています。

■……会員の種類……■
　普通会員　１口…………300 円…以上（村内在住の世帯のみ）
　特別会員　１口 1,000 円…以上（村内・村外在住の世帯）
　法人会員　１口 5,000 円…以上（村内外の法人・団体・施設など）

●来所が難しい場合は、ご自宅にお伺いすることもできますので、下記までお問い合せください。
●村外在住の方などで、振込支払いをご希望の方は、振込用紙（ゆうちょ銀行）を郵送することも
できますので、下記までお問合せください。

　住民が住み慣れた地域でいつ
までも安心して暮らし続けるた
め、村内 6小学校区に組織され
ている地区社協を中心に、生活
課題などをテーマとした「住民
座談会」を開催し、話し合った
内容を実際の福祉活動につなげ
ています。

　集会所やコミュニティセン
ターなどを会場に、住民同士が
月1回程度、定期的に集まり“楽
しく・気軽に ” 仲間づくりをす
る活動を行っています。年 1回
サロン同士の情報交換の場「サ
ロン交流会」を「絆」にて開催
しています。

　社協会員になると利用できる
サービスとして、車いすのまま
乗れる福祉車両（スロープ付き
小型車・リフト車）の貸し出し
があります（要予約・ガソリン
代実費負担）。会費を活用して、
車両の修繕など必要な整備を
行っています。

▲住民座談会 ▲ふれあい・いきいきサロン ▲貸し出し用福祉車両の整備

社協会員制度とは？

【問い合わせ】総務管理係　☎（282）2804
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　主に50代前後のひきこもりや定職に就かない子どもを、80代前後
の親が年金などにより養っている状態を８０５０問題と言います。

　村社協では、2019年４月から、ご近所やご自身の生活に関する困りごと等
の情報を収集し、解決に向けたお手伝いのきっかけにするため、「ほっとけな
いシート」の活用を始めました。シートの配布と説明については、地区社協や
ふれあい・いきいきサロンなどの活動の場に職員が順次出向き行う予定です。
　2018年度に試験的に導入したサロンからアドバイスをいただきながら、シ
ートを完成させました。サロン参加者から“ほっとけない人”の情報提供があり、
支援に結びついた方もいます。
　シートは、地区社協やサロン活動を通じて活用します。「あの人ちょっと心配」
「どこに相談したらよいかわからない」という時は、お気軽に村社協までご相
談ください。

● 支援のきっかけ�●
　最近、物忘れが多くなったＡさんのことを心配した
近所の方が、「ほっとけないシート」を活用して、村
社協へＡさんのことを知らせてくれました。
　同居していた息子は会社を辞め、定職につかず、年
金を搾取してギャンブルに使い込んだり、暴力を振る
ったりすることがありました。公共料金や介護保険に
係る費用も滞納しているため、福祉サービスを利用し
たいものの、利用できずにいました。

●�世帯の状況�●
　氏　　名：Ａさん（83歳／女性）
　居住状況：無職の息子と２人暮らし
　身体状況：認知症の傾向がある。（介護保険制度利用なし）
　親族状況：夫は５年前に他界。遠方に娘が１人いる。

Ａさんへの支援
●日常生活自立支援事業の利用
　年金搾取を防ぐため、村社協が
通帳と印鑑等を預かり、金銭管理
をすることになりました。

●介護保険サービスの利用
　週２回デイサービスを利用する
ことになりました。

息子への支援
●就労支援を開始
　再就職に向けて、就労支援につ
なげました。

世帯への支援
●見守り支援を開始
　地域の民生委員・児童委員が中心とな
り、安否確認等の見守りを始めました。

お困りごとを「ほっとけないシート」で受け止めます！

ほっとけないシート利用の流れ

①シート
　に記入

②村社協
　職員と
　相談

③解決に
　向けた
　支援

④解決！

▲ほっとけないシート

困りごとや気になることがありましたら、村社協へご相談ください。
【問い合わせ】地域福祉推進係　☎（282）2804

▲ふれあい・いきいきサロンでシートの説明をしました

（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　☎029－306－34114



朗読ボランティア「こだま」

ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介 Vol.3

朗読ボランティア「こだま」は
　　　　　　　　　こんなことしています。

　村内の視覚障がいの方や、文字を読
むことが困難になっている方に対し、
「広報とうかい」「社協だよりとうかい」
「各種書籍」など、村内の情報を音声
化したＣＤを毎月届けています！！
　文字が見えにくくてお困りの方はぜ
ひご利用ください。

空いた時間にボランティア活動！
一緒に活動しませんか？
随時メンバーを募集しています。

広報とうかい
社協だよりとうかい

各種書籍
などの音訳!!

～活動内容～ 利用者との交流会
「朗読のつどい」

の開催

定例会（隔月）
　　　　　　など

朗読ボランティア養成講座　　　　
　　　　　　　２０１９年開講！！
★ 学生向け講座　夏休みスタート
★ 一般向け講座　秋スタート　　

　一般の方はもちろん、中高校生の皆さんも体験して
みませんか？　講座に参加
して、アナウンサー気分を
味わってみよう。詳しくは
広報とうかい６月25日号を
　　　ご覧ください！！

【問い合わせ】地域福祉推進係　☎（282）2804

【問い合わせ】ボランティア市民活動センター　☎（283）4538

身近な居場所で楽しく交流

　村社協では、地区社協や「ふれあい・いきいきサロン」をはじめ、ご近所同士、皆が集まっ
て楽しく過ごす居場所づくり活動を応援していきます。紙面を通じて活動紹介等を行っていき
ますので、情報がありましたらぜひお寄せください。

● ●  お弁当配食サービスの時に集まっておしゃべり  ● ●

　地域の中には、ご近所同士、気軽に集まり交流している居場所
がたくさんあります。
　今回ご紹介するのは、白方地区のとあるお宅での交流の様子で
す。白方地区社協の一部の地域では、年２回、ふれあい協力員によるお弁当配食サービスを実施し
ています。この取り組みは、「配られるお弁当を一人で食べるだけでは味気ない。せっかくだから、
お弁当配食の日は近所で集まって一緒に食べよう」と声をかけ合い、自然発生的に始まりました。
「何もない時は集まりづらいけど、良い機会になっていますよ」と呼びかけをしている民生委員・
児童委員の阿

あ

部
べ

…美
み

喜
き

子
こ

さんは語ります。

（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 5



【問い合わせ】村社協　☎（282）2804

　「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。

寄…付…募…集…内…容 希…望…部…署
● ミニカー　　 ●電車のおもちゃ
●子ども用ドレス
●アンパンマンのおもちゃ
●包装用リボン（サテン・幅広）

児童センター
　
　

●Ｔシャツ　　 ●シーツ
●バスタオル　 ●ミキサー
●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
●電気ポット
●赤ちゃん用スロープ玩具

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

寄…付…募…集…内…容 希…望…部…署
● 村内中学校のジャージ（状態の良いもの）
●バスタオル　　 ● スニーカー（23～ 26cm）
● スウェット上下（大人用）
●敷布団　　　　 ●台所用洗剤
●自転車　　　　 ● プラスチックコップ（未使用）
● 冷蔵庫（状態の良いもの）
●洗濯機（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。

就労体験
・パソコンのデータ入力
・清掃業務、畑仕事　等
　※報酬はないため、外で

働く準備期間として
始めたい方

求人等の情報提供
・ハローワークや村内求
人の情報提供
　※ハローワークへ行くお

金がない方には交通費
を助成

１

２

あなたに合った働き方を探すお手伝い

　村社協では、仕事から長期間遠ざかってしまっている方に対して、就労のきっかけとして、内職や
就労体験の情報提供等、つなぎの支援を行っています。

「どんな仕事がしたいのか、できるのか」や仕事を始める上で「不安なこと、
心配なこと」など、あなたのペースでじっくりお話を聞きます。村社協まで
相談に来られない場合は、ご自宅や希望の場所まで相談に伺います。

あなたの希望に合わせて、社会福祉法人等の簡単な作業や村内企業の内職・
在宅ワーク、一般就労までの訓練ができる就労体験、ハローワークや村内求
人等の情報を提供します。必要に応じて村社協職員が同行支援も行います。

法人等での簡単作業
【村社協内業務】
　・文書、郵送物の袋詰め
　・仕分け作業　等
【他法人業務】
　・イベントの事前準備
　・簡易除草作業　等

内職・在宅ワーク
・電気配線の組立て
・パンフレット袋詰め
・商品の配送業務　等

お手伝いの流れ

まずは相談

“あなた”に
合うものを
見つける

自分らしい暮らし・働き方へ！

働きたいと思っているが
ブランクがあって不安…

仕事をしたいけど…外に出る
一歩が踏み出せない

子どもが長期間　
外出しなくなって心配

近所にひきこもりがちの
人がいるんだけど…

【問い合わせ】生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

（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㈱　☎029－282－10106



善意銀行の寄付報告（２･ ３･４月）
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（敬称略・受付順）

いただいた食料は、経済的に生活が厳しい等、食の支援を必要としている村内の方へお渡ししています。

【問い合わせ】村社協　☎（282）2804

ご　芳　名 預託金（円）

四代目月の家圓鏡茨城県支部後援会
会長…澤畑…光

30,000

東海村カラオケ連盟 60,807
佐藤…雪 10,000
片根…宝山 50,000
匿名　２件 27,557

ご　芳　名
佐藤…房明、佐藤…幸子、益子…久子　匿名（８件）

善意銀行　金銭の部… （敬称略・受付順）

ご　芳　名 預　　託　　品 活　用　先
中村…澄江 アイロン 生活支援ネットワーク係
こまき恵フラハーラウ・ヒナヒナ 鉛筆、ペン 生活支援ネットワーク係
宇賀地…千恵子 音の出る絵本、おもちゃ類 児童センター

保育サポートすくすく
菅谷…麻貴 おもちゃ類、衣類、子ども用靴 生活支援ネットワーク係

児童センター
寺門…博孝 車いす 東海文化センター
百塚福祉サークル おもちゃ一式 児童センター

保育サポートすくすく
ミラジ・ファウラ テーブル、こたつ布団、サイドテーブル他 生活支援ネットワーク係
馬場…幸子 スニーカー 生活支援ネットワーク係
いばらきコープ生活協同組合 ランドセル 生活支援ネットワーク係
樫村…隆則 介護用ベッド、自転車、ガスレンジ、電子レンジ、…

衣装ケース、カラーボックス、電灯
生活支援ネットワーク係

上野…雅博 洗剤 生活支援ネットワーク係
川崎…浩子 洗濯機、テーブルイスセット、電灯、ガスコンロ、電子レンジ、…

炊飯器、オーブントースター
生活支援ネットワーク係

匿名　34 件 ハンカチ、布団類、使い捨てカイロ、ランドセル、文房具類、カバン、…
扇風機、衣類、こたつ、辞書、本、イサム君人形、ジェンガ、下着類、…
時計、おむつ、子ども用ドレス、ミキサー、掃除機、サンダル、おもちゃ、…
学用品、習字道具、村中学校制服・カバン、食器類、まつぼっくり、洗剤類、…
くつ、洗濯機、ガスコンロ、傘、タオル一式、カルタ、工作用品、折り紙

生活支援ネットワーク係
児童センター
保育サポートすくすく
障害者センター

善意銀行　物品の部… （敬称略・受付順）

ご　芳　名
いきいきサロン中丸春秋会、はまなす荘、茨城特殊車輌㈱、㈱堀田電機製作所、東海村（図書館・住民課・…
障がい福祉課・高齢福祉課）、三国屋建設㈱東海支店、中丸小学校…福祉委員会、三樹商事㈱、鈴木…政義、㈱東海住宅、…
佐藤…幸子、年金者組合…東海支部、石川…喜代次、須和間幼稚園、（公財）東海村文化・スポーツ振興財団、日本原子力発電㈱、…
㈱アトックス、橋本機工金物㈱、㈱葵テック、㈱ TAS コーポレーション、圷…ひろみ、篠原…登　匿名（25 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… （敬称略・受付順）

ご　芳　名 預託金（円）
川村…麻美 26,000
うどん市村松店 10,000
うどん市村松店　お客様募金箱 15,000
岩本…清吉 5,000
わんすてっぷ 7,249
萩谷…憲一 3,000
匿名　４件 85,000

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

中丸小学校 福祉委員会の
皆さまより、たくさんの
牛乳パック・プルタブの
ご寄付をいただきました

（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　☎029－282－2880 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

　出前講座「終活応援！エンディングノートの書き方」を村松北地
区の楽友サロンで行いました。
　講座参加者からは、「参考になった！」「今の時代は、相続人がい
ない場合もある。大変になる」との声がありました。サロンでの講
座ということもあり、和気あいあいとした雰囲気で行われました。
　村社協では、他にも「手話体験」「寸劇で発見！地域の困りごと」
など、さまざまな講座を用意しています。ぜひ地域での集まりなど
でご活用ください。

　講座内容については、お気軽に下記までお問い合わせください。「絆」窓口にもチラシをご用意
しています。

皆さんの地域やサロンでもいかがですか？皆さんの地域やサロンでもいかがですか？出 前 講 座出 前 講 座

【申込み・問い合わせ】企画経営室　☎（282）2804

＊詳細は児童センター広報紙（のびるん）をご覧ください。＊詳細は児童センター広報紙（のびるん）をご覧ください。

▲サロンで和気あいあいと講座受講♪

【問い合わせ】児童センター　☎（306）1017

４月 ２日（火） 育児講座募集開始
８月 ５日（月）～

９日（金）午前中 お化け屋敷開催
５月 14日（火） 育児講座開始　

６月
１日（土） 児童センターまつり

10月
３日（木） 運動会

18日（火）
高校生赤ちゃんふれあい
体験

31日（木） ハロウィンパレード

12月
11日（水） クリスマス会

７月
５日（金） 七夕会 未定 小学生年賀はがき作り
29日（月）～
８／２日（金）

小学生お化け屋敷作り
２月 ３日（月） 節分会
３月 25日（水） 小学生ふれあい事業

（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　☎029－282－00878


