
～優しい音色の可能性～
　「東海メロディア」は、障がい者の音楽療法（演
奏や作詞、にじいろコンサートなど）を行ってい
るボランティア団体です。
　今回は、家族介護者の方々を対象として月１回
行われている音楽活動の時間におじゃましました。
練習中は、ハンドベル・トーンチャイムの優しい
音色が響き渡っていました。
　自分自身も癒されながら、音楽の可能性を広げ
る心のバリアフリー活動を一緒にしませんか？参
加者募集中です。
問い合わせ／ボランティア・市民活動センター　☎（283）4538

令和 3 年度社協会員加入状況報告　
法人会員・自治会・直送組合（普通・特別会員）
………………………………… P２～３
日常生活自立支援事業・成年後見制度・
家計相談支援事業の紹介…… P４～５
Cherry blossom market 開催します … P７
令和４年度水中体操教室・
介護予防健康体操教室…………… P８

Pick Up !
報　　告

案　　内

特　　集

募　　集

1022022.2.25 vol.

（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）1010
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　社協会員加入ならびに会費納入について、多くの事業所・自治会・直送組合・村民の皆さまにご協力いただき、
誠にありがとうございました。お預かりした会費は、貴重な自主財源として、地域に根ざした福祉活動に役立て
ていきますので、引き続きご支援・ご協力をお願いします。

　村社協の地域福祉活動に賛同し、会員として会費を支払うことで、ボランティア等への直接の参加が難しい場
合でも、村社協の活動の財政的なサポーターとしてご協力いただくものです。加入について詳
しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
[ 会員の種類 ]　普通会員　１口 300 円　　以上（村内在住の世帯）
　　　　　　　 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）

会員数 140 件　合計金額 1,016,000 円

令和３年度　社協会員加入状況報告令和３年度　社協会員加入状況報告

社協会員・会費とは

●法人会員●

50,000 円
宗教法人　虚空蔵堂

30,000 円
東海村環境整備事業協会（フジワクリーン、　
㈱ビーンズクリーンサービス、㈲川崎産業、
㈲東海環境サービス、㈲東海共同企業、村松衛生社）

20,000 円
東成工業㈱

東海福音キリスト教会

10,000 円
㈱イシガミ ㈱伊藤鋳造鉄工所 伊藤デンタルクリニック 茨城特殊車輌㈱ ㈱岩手製作所 東海
㈱岩谷空圧 うどん市 村松店 ㈱ A.I.P　水戸オフィス ㈱関東技研 ㈱クリハラント
検査開発㈱ 原子燃料工業㈱東海事業所 ㈲小林文具店 ㈱佐藤工務店 ㈱サンアメニティ茨城支社
㈲サンキ ㈱燦食 ㈲サンタクシー ㈱ジェー・シー・オー東海事業所 ㈲常東タクシー
㈱常陽銀行東海支店 積水メディカル㈱創薬支援センター ㈱大興建設 ㈱TAS コーポレーション ㈱筑波銀行東海支店
㈱テルズ ㈱照沼商事 デンキプラザ マツモト ㈱東海住宅 東海村水道事業協同組合
東興機械工業㈱ ㈱ナスカ 日本不動産管理㈱茨城支社 ねもと薬局 橋本機工金物㈱
㈲東関東サービス 東原クリニック 日立綜合防災㈱ ㈱平成興業 三樹商事㈱
三菱原子燃料㈱ やんしゅうばんや八角 弓山建設工業㈱

5,000円
㈱アイエスアイ （福）愛信会 幸の実園 ㈱葵テック ㈱阿久津工務店 ㈲亜細亜警備保障
㈱アセンド アクモス㈱ ㈱アトックス東海営業所 ㈱アドバンス ㈱井坂石油店

（医）いばらき会 いばらき印刷㈱ （特非）茨城 NPO センター・コモンズ 茨城県信用組合東海支店 茨城工販㈱
いばらきコープ生活協同組合 ㈱インテリア あさみや （医）植村整形外科クリニック うまか路 エーテック㈱
MHI 原子力開発研究㈱ ㈲大圧工業 オークス東海 大西建設㈱ 大仁建設㈱
㈱小名浜包装資材 （特非）オリヴィエ東海 カストマシステム㈱ ㈲カメラのアトム商会 環境保全事業㈱
㈱関東総建 北中精肉店 グリーンパーク二軒茶屋 ㈱ケアレジデンス コミュニティガーデンとうかい ㈱原子力セキュリティサービス
原子力エンジニアリング㈱ 建築工房佐藤 こいずみ歯科医院 （財）高度情報科学技術研究機構（独）国立病院機構 茨城東病院
㈱後藤製作所 後藤オート販売㈲ ㈲寿屋河野商店 ㈲サカイ建装 さくら屋旅館
佐藤石炭 ㈲沢畑土木 三陽塗装工業㈲ ㈱ JWAY 四季菓子 ヴィラ―ジュ
シビリアン警備保障㈱ ㈲信栄電気 ㈱鈴木ハーブ研究所 スタジオフィール 住友金属鉱山㈱

（福）聖隷会 すみれ ㈱せいみや （宗）大神宮 中央労働金庫大みか支店 東豊建設㈱
東海建機㈱ 東海農工㈱ 東海村観光協会 東海村建設業協同組合 東京ガスエネルギー㈱
㈱東陽印刷所 ㈱トータル・サポート・システム ㈲トキワ交通 （特非）ドリームたんぽぽ ㈱ NAT
㈲成田整体治療院 リフレ寿 ㈲日本建商 （弁）萩原総合法律事務所 ㈱橋本農園 （一社）ハピネス東海
常陸警備保障㈱ ひたちなか薬業 常陸農業協同組合東海支店 ファミリー歯科 ㈱フジタビジネスマシンズ
文化シャッター日立販売㈱（財）放射線利用振興協会 ほしいも㈱ ㈱前田工業 （特非）まつぼっくり
㈲松山金型技研 ㈱マネジメントセンター ㈲美川商事 三国屋建設㈱東海支店 ㈱三建工業
水戸信用金庫 東海支店 宮内米穀店 山藤鉄工㈱

（敬称略）

（1月31日現在）

社協会費合計　3,283,100 円（１月 31日現在）

（法人会員広告） 地域に愛されて創業106年、安心の国産畳100％の店。㈲高野好見畳店　☎029（282）2880
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●自治会・直送組合・社協窓口●
◇普通・特別会員◇　会員世帯数 7,525 件　合計金額 2,267,100 円

自治会名 件数 金額（円）
外宿一区 311 93,300
外宿二区 127 38,100
内宿一区 539 161,700
内宿二区 199 59,700
竹瓦 66 19,800
宿 154 46,200
照沼 106 31,800
川根 97 29,100
原子力機構箕輪 29 8,700
白方 673 201,900
豊岡 74 22,200
岡 138 41,400
百塚 297 89,100
亀下 124 37,200
原子力機構百塚 20 6,000

自治会名 件数 金額（円）
豊白 167 50,100
村松北 190 57,000
真崎 676 202,800
舟石川三区 127 38,800
原子力機構荒谷台 38 11,400
押延 233 69,900
須和間 246 73,800
舟石川中丸 443 132,900
原子力機構長堀 77 24,100
緑ヶ丘 296 88,800
南台 590 177,000
フローレスタ須和間 18 6,400
船場 400 120,000
舟石川一区 676 202,800
舟石川二区 297 89,100

直送組合 件数 金額（円）
なごみ常会 23 6,900
花水木組 25 7,500
ほがらか 12 3,600
長堀住宅隣り組 6 2,500
すかしゆり組 13 3,900

社協窓口 件数 金額（円）
社協窓口 18 11,600

（1月31日現在）

（敬称略）

申込み・問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

社協会員募集中！
　自治会・直送組合に入っていない世
帯が会員に加入する際は、村社協窓口

（総合福祉センター「絆」内）にて通
年受け付けています（平日８時半～午
後５時 15 分）。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。

長きにわたり地域福祉活動に貢献！
表彰伝達式を行いました！

　令和３年 12 月 24 日、総合福祉センター「絆」内において、「厚生労働大臣表彰」を受賞した
東海村子ども会育成連合会、並びに茨城県母子寡婦福祉連合会会長兼東海村母子寡婦福祉会会長の
境
さかい

 洋
よ う

子
こ

さん、第 71 回茨城県社会福祉大会表彰者・団体（令和 3 年 11 月 25 日号に掲載）の表彰
伝達式を行いました。
　東海村子ども会育成連合会は、赤い羽根をシンボルとする共同募金運動において、60 年もの長
きにわたる街頭募金活動への協力が、共同募金の普及・啓発に寄与したと評価され、今回の受賞に
至りました。
　また、境さんは 40 年の長きにわたり、地域の母子寡婦福祉活動の担い手として、東海村の母子
世帯に対する支援に尽力するだけでなく、茨城県母子寡婦福祉連合会会長として、先導的に母子寡
婦福祉の向上に寄与したことが評価され、受賞に至りました。
　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
躍をご祈念いたします。

▲東海村子ども会育成連合会 ▲境 洋子さん

（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）5225
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以下のお悩みはありませんか？チェックしてみましょう！

こんなお心当たりありませんか？
あなたを守る３つの事業を紹介します！

　日常生活自立支援事業とは、認知症や知的障がい、精神障がいにより、日常生活の中で必要な手続
きに不安を感じたり、生活費の管理などが難しく、ご家族からの支援が受けられない方が安心して暮
らせるようにお手伝いをします。※身体障がいのみでは対象となりませんので、ご注意ください。

□�通帳や印鑑などを紛失
してしまう
□�郵便物がたまってしま
い、大切なものが分か
らない
□�福祉サービスの使い方
が分からない

　上記のいずれかに
チェックがついた方は、
①の相談ができます。

□�お金の計算が苦手で、
家計簿をつけることが
難しい
□�公共料金などを滞納し
てしまっている
□�多額の債務があり、弁
護士などに相談したい

　上記のいずれかに
チェックがついた方は、
③の相談ができます。

□�自宅を処分したいけど、
契約書の内容が分から
ない
□�障がいを抱えている子
どもの将来が心配
□�高齢の親が詐欺被害に
遭わないか心配

　上記のいずれかに
チェックがついた方は、
②の相談ができます。

　成年後見制度とは、認知症や障がいなどで物事を適切に判断することができなくなった人が、安心
して生活できるよう、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人の権利や財産を法律的に守る制
度です。

生活費や通帳・印鑑の管理に不安
がある

福祉サービスを利用したいけど
どうしていいか分からない

ご本人の気
持ちを大切
にしながら
生活や財産
を守ります！

通帳の管理や
料金の支払い

施設入所や
入院の契約

不利益な契約
の取り消し

相続の手続き

成年後見人ができること

②成年後見制度

①日常生活自立支援事業

（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
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Ｑ .どんな相談にのってくれるの？
Ａ .�家計管理に関するお手伝

いをさせていただきます。
困りごとや家計の状況を
整理し、家計の「見える化」
を行います。

Ｑ .債務があっても、相談できますか？
Ａ .�相談できます。滞納など

の借金問題は必要に応じ
て弁護士などの専門家や
相談窓口を紹介・同行支
援も可能です。

家計の状況を把握し、貸付が必要であれば情報提供などを行います。

生活福祉資金貸付事業
　低所得者や高齢・障がい者を経済
的に支えるための資金を貸付しま
す。（種類・金額はそれぞれ異なりま
すので、まずは、お問い合わせくだ
さい。）

小口資金貸付事業
　緊急に必要な資金（上限 10 万円）を
貸付し、安定した
生活へつなげてい
きます。

生活支援員研修会を行いました！

▲生活支援員研修会の様子

問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

紹介した①～③の事業については、お気軽に下記問い合わせまでご連絡ください。

　令和３年 11 月 18 日、総合福祉センター「絆」にて、生活支援員研修会を開催しました。
この研修会の目的は、生活支援員の資質向上の他、支援員同士の交流の機会や、日々の支援で
の悩みなどを共有する場にもなっています。今回の研修会では、「日常生活自立支援事業」の
他にも「成年後見制度」や「家計相談支援事業」についても学び、それぞれの事業の理解を深
めていただきました。

　今回の研修に参加された支援員からは、「３つ
の事業を知ることができ、とても勉強になりまし
た」、「支援員として視野が広がり、さまざまなこ
とに関心を持つようになりました」などの声をい
ただきました。
　３つの事業は誰もが住み慣れた地域で生活が送
れるような支援です。
　今回の研修会を通して、今後の
支援活動の支えや気づきにもなり、
多くの学びを感じられたと思い
ます。村社協では引き続き、支援
員の不安や葛藤を受け止め、活動
のサポートを行っていきます。

生活支援員とは…
　支援計画に沿って自宅や施設を訪問
し、福祉サービスの利用手続きや預金
の出し入れ、支払い等をサポートします。

③家計相談支援事業

（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
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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食糧支援に役立てています。
寄付報告（11・12・１月）寄付報告（11・12・１月）※敬称略・受付順※敬称略・受付順

善意銀行 物品の部
ご　芳　名 預　　託　　品 活　用　先

㈱日立物流東日本 車いす（大人用 2 台・子ども用 1 台） 総合福祉センター「絆」
大久保 淑子 衣類、台所用品 生活支援ネットワーク係
菅野 敬子 ゴミ入れ、ヨガマット 企画総務係

生活支援ネットワーク係
古渡 純子 文房具 生活支援ネットワーク係
鈴木ハーブ研究所 マスク、日用品 生活支援ネットワーク係
佐藤 元基 画用紙、色画用紙、折り紙 子育て支援課（村松宿こども園）
林 利美 セーラー服 生活支援ネットワーク係
東海村退職公務員連盟
東海村教育友の会
東海村退職校長会

タオル類、日用品一式 生活支援ネットワーク係
児童センター
高齢者センター

益子 久子 くつ下、タオル、トレーナー 生活支援ネットワーク係
小見 朱音 おもちゃ一式 ファミサポ「すくすく」

児童センター
高橋 瞳 手づくりごみ箱 高齢者センター
匿名 29 件 紙おむつ、衣類、タオル類、村内中学校 制服、

エコバッグ、ポケットティッシュカバー、マフラー、
電気スタンド、牛乳パック、ブルーシート、毛布、
毛糸、本類、生理用品、日用品、マスク、
女性用インナー、エプロン、タオルハンガー、
洗剤類、手ぬぐい、ペットシーツ、おしりふき、
村内小学校 ジャージ、学用品、下着類、
牛乳パック、文房具類

生活支援ネットワーク係
障害者センター、企画総務係
児童センター、高齢者センター

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 金　　額
水戸友の会　子ども部 3,000
匿名（５名） 361,022

善意銀行 金銭の部
ご　芳　名 預託金（円）

もとい会 8,907
岡区カラオケ同好会 18,233
松本 健吾 30,000
水戸友の会 3,000
中央労働金庫大みか支店 55,000
匿名（１名） 15,500

フードバンク
ご　芳　名

佐藤 房明、大久保 淑子、宮本 京子、川上 秀宣、きずな BOX（役場）、長松院、石神山泉福寺、
原子燃料工業㈱東海事業所、村松地区自治会、鈴木ハーブ研究所、菅原 贒降、田尾 文義、
ラフェット・デラーブル、岡野 邦、益子 久子　匿名（47 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

㈱山一、山岸 妙美、高橋 誠、東海村（障がい福祉課・住民課）、緑ヶ丘笑遊会、㈱ＴＡＳコーポレーション、
三国屋建設㈱東海支店、古渡 純子、篠原 登、加藤 哲子、橋本機工金物㈱、みやびケアドットコム、山藤鉄工㈱、
東海村退職公務員連盟、東海村教育友の会、東海村退職校長会、 ㈲トキワ交通、（一社）総合科学研究機構、
東海中学校、圷 ひろみ、砂川産業㈱東海店、テスコ㈱、日本不動産管理㈱茨城支社、黒羽根 史朗　匿名（14 件）

問い合わせ／村社協　☎（282）2804

◀ ㈱日立物流東日本様
より車いすのご寄付
をいただきました

中央労働金庫大みか▶
支店様よりご寄付を
いただきました
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寄付を募集しています ! !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

◦スウェット（大人用未使用品）
◦パジャマ上下（大人用未使用品）
◦生理用品（未開封）
◦レゴブロック

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
◦米（もみ付き）◦調味料
◦粉ミルク　　　◦ベビーフード
◦カップ麺
◦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。

問い合わせ／村社協　☎（282）2804 ←メールはこちらから

募 集 内 容 希 望 部 署

◦ハンドタオル　●てぬぐい
◦タオルハンカチ
◦リボン・シール（未使用のもの）

児童センター 

◦シーツ　　◦バスタオル
◦ T シャツ　◦アイロンビーズ
◦ TV ゲーム機（Wii）◦さらし
◦フードプロセッサー

障害者センター

◦赤ちゃん用絵本
◦おもちゃ（幼児向け）

地域福祉推進係

　ラフェット・デラーブルと東海村社協の共催により　ラフェット・デラーブルと東海村社協の共催により
子どもたちを中心とした標記イベントを開催します。子どもたちを中心とした標記イベントを開催します。
事前申し込みは不要で、子どもたちだけの参加も可能事前申し込みは不要で、子どもたちだけの参加も可能
です（自転車でご来場の際は、十分にご注意ください）。です（自転車でご来場の際は、十分にご注意ください）。

日時：令和 4 年 3 月 29 日（火）
　　　10：00 ～ 15：00
場所：ふれあいの森公園
　　　（東海文化センター裏側）
　　　※雨天時は、総合体育館

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

桜の下でたくさんの笑顔を咲かせたい！桜の下でたくさんの笑顔を咲かせたい！

Cherry　blossom　market　を開催しますCherry　blossom　market　を開催します

チャリティヘアカット
　高校生以下の子どもは
無料で、大人の方は募金
をしていただければ村内
美容師がヘアカットをし
ます。新生活を前にキレ
イに整えてみてはいかが
でしょうか。

ステージ
10：00 ～キッズチア
　　　　　　　リトル★スターズ

10：30 ～村松小吹奏楽
11：00 ～スマイル東海
11：30 ～東海南中吹奏楽
13：00 ～ハーラウ フラ オ ケアラ
　　　　　　　オケ カイ マ カ ヒキナ
　　　　　キッズフラダンス
13：30 ～ 東海高校ジャズ

バンド

子ども食堂
　テイクアウトの子ども食堂を
開設します！子どもは無料、大
人は 200 円。メニューは豚汁と
混ぜご飯で、先着 100 食です。
　そのほか、キッチンカーも多
数出店します！
※雨天時は、キッチンカーは出店しません。

体験コーナー
　ハーバリウム制作、キーホルダーづくり、レザークラフト刻印、
フェイクスイーツづくり、折り紙制作、キャンドルづくり　etc…

※一部有料のものがございます。※新型コロナウイルス感染拡大の場合、中止または延期する可能性があります。

チェリーチェリー ブロッサムブロッサム マーケットマーケット
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申込み・問い合わせ／村社協（代表）　☎（282）2804

※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。

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。
※ 行政書士・弁護士などによ

る専門相談は事前予約が必
要です。

総合相談
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。

LINE相談
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。

予約申込み
茨城NPOセンター・コモンズ

☎（291）8990

就労体験相談会

あなたの悩みをお聞きしますあなたの悩みをお聞きします窓口窓口相 談

　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。水中では心拍数の上昇を抑え、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：令和４年４月～９月（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」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：8,100 円 / 人
申込み： ２月 25 日（金）～３月 10 日（木）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。
　　　　※感染症対策のため、少人数での開催となります。

ポイントポイント
コロナ禍で運動不足になりコロナ禍で運動不足になり

がちです。しっかり感染症対策がちです。しっかり感染症対策
をしながら体力の向上ををしながら体力の向上を

目指しましょう！目指しましょう！

　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、健康維持につなげることを目的としています。
期　　間：令和４年４月～ 11 月の火曜日（全 23 回）
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：4,600 円 / 人
申 込 み：２月 25 日（金）～３月 10 日（木）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

問い合わせ／企画総務係　☎（282）4300

　　　　▼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

令和４年度　介護予防健康体操教室募集！令和４年度　介護予防健康体操教室募集！令和４年度　介護予防健康体操教室募集！令和４年度　介護予防健康体操教室募集！

令和４年度 水中体操教室（前期） 参加者募集！令和４年度 水中体操教室（前期） 参加者募集！令和４年度 水中体操教室（前期） 参加者募集！令和４年度 水中体操教室（前期） 参加者募集！

※感染状況によって内容が変更、中止になる場合がありますので、ご了承ください。


