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　６月４日に東海村総合福祉センター「絆」多目
的グラウンドにて、SDGｓなフリーマーケット
を開催しました。
　SDGｓとは、持続可能な世界を実現するため
に、貧困や環境問題など世界のさまざまな問題を
解決し、「誰一人として取り残さない」ことを誓
う世界規模の目標のことです。
　今回初めての開催でしたが、フリーマーケット・
ワークショップ等において、多くの住民の皆さま・

SDGｓなフリーマーケットを
開催しまた！

　報　　告　ふれあい協力員リーダー研修会を実
施しました… …………………… P２

　案　　内　イベントを開催します………… P５
　募　　集　水中体操教室（後期）参加者募集し

ます… …………………………… P８

Pick Up！

企業・団体の皆さまにご協力いただきました。ご
来場いただき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） 地域に愛されて創業107年、安心の国産畳100％の店。㈲高野好見畳店　☎029（282）2880 1



ふれあい協力員リーダー研修会を実施しましたICT 機器を活用！

７月13日に実施した研修会には、45名のふれあい協力員リーダーと10名の地区社協役員にご
参加いただき、新型コロナウイルスの感染拡大により中止となってしまった住民座談会の内容を盛
り込みました。
今回は新しい試みとして、タブレットやパソコン等のICT機器を活用し、各コミュニティセンター

をインターネット環境でつなぐ形での研修となりました。
参加者からは「器材のセッティング等のサポートがあれば、集会所同士をつないで新たな交流が

できるかも」「初めてオンライン形式の研修会を受けたが、これからいろいろな方法を学んでいき
たい」といった声が聞かれました。
村社協では、プロジェクターやスクリーン等の器材も貸し出

しております。新たな交流の場として活用したい方は、ぜひご
相談ください。

ふれあい協力員って何？？
　小学校区ごとに「地区社会福祉協議会」が組織されており、
高齢者の見守り活動、ふれあい食事会、敬老会、世代間交流な
どさまざまな事業を実施しています。これらの事業の企画や運
営などを行っているのがふれあい協力員です。
　ふれあい協力員リーダーは協力員の代表となり、活動中に発
見した困りごと等を村社協や行政、民生委員・児童委員などへ
相談につなげる役割があります。
　一緒に活動する仲間を各地区で随時募集しています。ふれあ
い協力員は、地域での顔見知りを増やしたいという方にもピッ
タリなボランティア活動です。お気軽にお問い合わせください。

住民の皆さまから寄付をいただいている善意銀行を財源に、地域福祉の推進に資する活動に対し
助成を行います。

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

問い合わせ／地域福祉推進係　☎(282)2804

コロナ禍のニーズや新たな課題を解決したい団体の方へ
－　福祉活動助成金の申請を受け付けています　－

▲申請例「常設型の子ども食堂の開設」

▲申請例「制服リユースの仕組み」

助成対象：原則として非営利の団体が行う事業で、次の
条件を満たすもの。
①一般的な経費不足の補填ではなく、他の助
成と重複しないもの
②地域福祉の推進に資する先駆的な取組みで
ある、または東海村において既存の福祉制
度の枠組みでは解決が難しいニーズに基づ
くもの

助成金額：最大30万円（ただし総事業費の90％以内）
申請期間：通年受け付けています。
助成決定：福祉活動助成金交付審査会の審査を経て決定

します。なお、決定した場合は決定日から１
年以内に事業を完了させ、事業完了後30日
以内に報告書を提出する必要があります。

そ の 他：詳しくは村社協ホームページの助成金情報を
ご確認いただくか、お問い合わせください。

▲会場の様子

▲各会場をつないだPC画面

（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）52252



問い合わせ／ボランティア・市民活動センター　☎(283)4538

　お祭りの楽しい思い出と共に、いつまでも記憶に残
る迫力満点の和太鼓の響き…。

　「東海太鼓保存会」は、お祭りや福祉施設等への訪
問活動で和太鼓の演奏を行い、地域とのふれあいを深
めている団体です。

　全身を使い奏でる力強いパフォーマンスと伝統楽器
の心地よい響きも和太鼓の魅力の一つです。

　今年30周年を迎える「東海太鼓保存会」では、会員
を募集しています。
　バチを握り、揃いの衣装を身に
着けて、一緒に感動を伝える活動
をしてみませんか。

ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介 Vol.8

▲和太鼓演奏の様子▼

～東海太鼓保存会～

社会福祉士。福岡市社協で15年死
後事務委任事業に関わり40件以上
を担当。生活者視点での終活相談や
セミナーなど講演多数。

吉武　ゆかり氏
（一財）ウェルネスサポート
Lab 理事・

（一社）ゆずりは代表理事

よしたけ

Googleフォームでのお申込みはこちらから

▲

電話・FAX・Googleフォームにて、９月１日（木）までにお申込みください。
定員（75名）となり次第締め切らせていただきます。相談会は①～④の各相談事前
予約となっています。詳しくは、村社協ホームページをご覧ください。

プロフィール

参加者に
エンディングノート
プレゼント！

終活応援セミナー・ミニ終活相談会開催

問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

会場：東海村総合福祉センター「絆」　多目的ホール
2022年９月６日（火）　開会９：20　参加費無料

申し込み
方　　法

講　師

演　題　暮らしの中での終活について
　　　　～“終活の始め時”が掴めない人に聞いてもらいたい～

① 相続・遺言・死後事務に関する相談（行政書士）
② 葬儀・お墓に関する相談（葬儀社）
③ 介護・高齢者施設に関する相談（介護支援専門員）
④ 成年後見制度・福祉や生活全般の相談（社会福祉士）

第Ⅰ部 【終活応援セミナー】　9：30 ～ 10：50

第Ⅱ部 【ミニ終活相談会】　11：00 ～ 12：00（希望者のみ）

　終活は、相続や遺言など人生の最期に向けての備えであるとともに、これか
らの人生をどう生きたいか、その思いを周囲に伝えることでもあります。人生
をよりよく生きるための、暮らしの中の「終活」について考えてみませんか。

（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 3



つくし教室が週5日利用できるようになりました

ご支援いただきありがとうございます！

障害者センターでは、感染症対策を徹底し、利用者の皆さん一人ひとりの個性を尊重しながら
さまざまな活動を行っています。今回は、地域の皆さまからご支援いただいている「イオン幸せ
の黄色いレシートキャンペーン」について紹介します。
この取り組みは、イオン株式会社が実施されている社会貢献活動です。このキャンペーンでは、

毎月11日のイオン・デーに発行される黄色いレシートを、地域のボランティア団体などの名前
が書かれた店内備え付けのBOXに投函していただくことで、レシート合計の１％分の品物がイ
オン株式会社から各団体に寄贈していただけます。
障害者センターでも、このキャンペーンで寄贈していただいた物品を活用して、日中活動や余

暇活動の充実を図っています。あらためて、地域の皆さまのご支援に深く感謝申し上げます。あ
りがとうございます。今後とも「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」へのご支援をよろ
しくお願いいたします。

児童発達支援事業「つくし教室」では、発達に心配のあ
る就学前の児童に対しての早期療育を行っています。今年
度から週５日開所し、月曜日から金曜日まで毎日利用でき
るようになりました。今まで通り週３回は親子で通所し、
家での様子を確認しながら、保護者の方へのアドバイスも
行っています。今年度からは週２回、お子さんだけで通所
する日も取り入れました。お子さんは幼稚園入園に向けて
１人で頑張る練習をし、併せて保護者の負担軽減も図って

います。保護者からも
「いつも来ている所で
預かってもらえるので、安心できます」「自分の時間ができて
助かります」などと喜ぶ声が聞かれています。
また、午後は幼稚園生を対象に開所し、入園後も継続して利

用できるようになりました。幼稚園や保護者と連携を図りなが
ら、学年に合わせた支援を行っています。
つくし教室では見学や利用に関する相談を受け付けていま

すので、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ／障害者センター　☎（282）4599

問い合わせ／障害者センター　☎（282）4599

▲保護者がいなくても避難訓練頑張りました

▲上手にボタンがはめられたよ

▲余暇活動でのカラオケ ▲個別支援でのDVD鑑賞 ▲児童発達支援でのおもちゃ遊び

（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）84724



児童センター　親子ふれあいコンサート開催！

１回目開演　13：30～14：00
対　　　象　東海村在住の０歳～２歳未満のお子さんと家族

２回目開演　14：30～15：15
対　　　象　東海村在住の２歳～未就学児と家族

会場：東海村総合福祉センター「絆」
　　　多目的ホール

参加費無料2022年11月５日（土）

＊新型コロナウイルスの状況により 変更になる場合もあります
＊事前申し込みとなります（詳細は村社協のホームページをご覧ください）
＊きょうだいの方は上のお子さんでお申し込みください

各 回 定 員　70名　

◀村社協ホームページ
　QR コード

▲「のあのあ」鈴木 のりゆきさん

　　　　　　　岡村 麻未さん
おかむら あさ　み

すず　き

物品の寄付を
受け付けます

チャリティバザーの流れ 募集する寄付物品

当日参加にあたってのご注意

とうかいチャリティバザー開催

2022年10月22日(土)
10:00 ～ 15:00

日　時 会　場 東海村総合福祉センター「絆」
多目的ホール

　９月12日（月）～10月14日（金）までに新品・未使
用品・美品の物品を寄付
募集物品例：食器、寝具、雑貨、靴、バッグ、
　　　　　　タオル、ハンカチ、帽子等

↓
　10月22日（土）にチャリティバザーに来場し、欲しい
用品があれば募金していただき持ち帰り！
※ご寄付をいただかなくても当日参加可能です
※エコバックをご用意ください

・新品・未使用品・美品のもの
⑴大人用の衣類、靴、バック、帽子等（アンダーウェア
は新品のものに限ります）
⑵食器、寝具、雑貨等
・２カ月以上賞味期限のある未開封の食品
※壊れているもの、汚れがひどいもの、開封済の食品等は受付不可
です。物品の状態を見て事務局で判断させていただきます。

・事前に事務局で物品の値段設定をさせていただきます。
・当日の物品受付は不可とします。ただし、食品は当日
も受け付けします。
・感染防止のため、入場制限をかけさせていただきます。

　児童センターではミュージック・ユニット「のあのあ」による親子ふれあいコンサートを開催し
ます。０歳から楽しめる参加型のコンサートなので、奮ってご参加ください。
　パネルシアターや絵本うたなど、年齢に合わせた曲を取り入れていますので、ぜひ、ご家族でお
楽しみください。申し込み等の詳細については、９月の児童センター広報紙「のびるん」や村社協
ホームページ、「東海村ポータルサイトのびのび子育て帳」をご覧ください。

　東海村総合福祉センター「絆」にて「とうかいチャリティバザー」を開催します。
　このイベントは、10月１日から全国一斉にスタートする赤い羽根共同募金の募金運動の一
環として開催するものです。ご寄付いただいた物品を欲しい方へお譲りし、売上金を全額共同
募金の募金として充てさせていただきます。東海村内で集まった赤い羽根共同募金の８割は村
内の地域福祉活動に役立てられています。参加することで村内の福祉活動を応援することにつ
ながりますので、ぜひご参加ください。

問い合わせ／児童センター　☎（306）1017

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

ロゴマークがついているものは、皆さまからいただいた募金の助成を受けて実施しています。

（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 5



寄付報告（５・６・７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食糧支援に役立てています。

ご　芳　名 預託金（円）
松本…健吾 30,000
大内…幸三 10,978
やよい2000 1,332
反射炉会 2,558
原電総連東海総支部 6,695
匿名（１名） 183,380

善意銀行　金銭の部

ご　芳　名 金　額
岩本…清吉 5,000
募金箱設置協力店 53,280
㈱はぴ・ねす 25,040

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
きずなBOX（役場）、佐藤…房明、桑原…咲子、鈴木ハーブ研究所、東海村（健康増進課）、㈱エーテック、西村…美代子、
大久保…淑子、関根…智隆、石井…由美子、岡野…邦、川崎…一希、益子…久子、㈱ジェー・シー・オー、ベーカリー taimu、
匿名（29件）

フードバンク

ご　芳　名
東海村（生涯学習課・地域福祉課・健康増進課・清掃センター・総合相談支援課）、山岸…妙美、篠原…登、根本…千秋、
全日本年金者組合、菅野…敬子、三国屋建設㈱東海支店、㈱A.I.P、東海村心身障がい児者親の会、吉成…智枝子、
㈱堀田電機製作所、うどん市…村松店、伊藤…新菜、橋本機工金物㈱、ミヤビケアドットコム、茨城特殊車輌㈱、
日本原子力発電㈱、緑ヶ丘…笑遊会、藤原…稔子、益子…久子、匿名（９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 預　　託　　品 活　用　先
横須賀…健仁 子ども用紙おむつ 生活支援ネットワーク係
石井…謙藏・佐紀子 食事用プラスチック容器 地域福祉推進係

鈴木ハーブ研究所
絵本、バッグ、ハンドジェル、ブランケット、フー
ドプロセッサー、タオル、マスク、石けん、消毒液、
文具類

生活支援ネットワーク係
ファミサポ「すくすく」、企画総務係

増山…広美 トミカ一式 児童センター
小松田…泰央 将棋盤・駒 白方学童
髙槌…重靖 タオル類、シーツ類、手ぬぐい 児童センター、障害者センター
高野…久行 おもちゃ類 企画総務係
青山…美幸 お産用パット 保健センター
石川…暢子 衣類、バンダナ 企画総務係
エーテック㈱ 衣類、タオル 企画総務係
津賀…貴志 紙おむつ、経腸栄養剤 居宅介護支援事業所
藤原…稔子 タオル・スポンジ 企画総務係
益子…久子 靴下、エコバッグ、タオル、衣類 生活支援ネットワーク係
小椋…美幸 洗剤 生活支援ネットワーク係
匿名　21件 折り紙、筆記用具、タオル類、洗剤、文房具、

アルコール消毒液20本、Wii一式、シーツ類、
マスク、生理用品、衣類、積み木、木製パズル、
レゴブロック、タオル類、おもちゃ

生活支援ネットワーク係
児童センター、企画総務係
障害者センター

善意銀行　物品の部

（法人会員広告） 樹木のことお任せください。緑と共に心豊かに。　株式会社 橋本農園　☎029（282）23886

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

Googleフォーム
アンケート

村社協
ホームページ

広報誌「社協だよりとうかい」へのご意見をお聞かせください

　村社協では年４回、「社協だよりとうかい」を発行し、村社協事業や地域福祉活動
情報等を発信、広報活動に取り組んでいます。皆さまに読んでいただける紙面を目指
すため、広報に関する皆さまのご感想・ご質問・今後取り上げて欲しいこと等のご意
見をお聞かせください。右記のGoogleフォームアンケートまたは村社協ホームペー
ジより募集しております。たくさんのご意見をお待ちしています。



今年の夏も小学生は元気いっぱい！

児童センター　エンジョイ・サマースクール2022

問い合わせ／児童センター　☎（306）1017

　夏休みを迎え、東海村総合福祉センター「絆」の中はエンジョイ・サマースクールに参加する子
どもたちで大にぎわい。卓球やゲーム大会の他、ボランティアの方と一緒に行う「手話」や「地域
でのニュースポーツ」、「和太鼓を楽しもう」など、８月下旬まで内容は盛りだくさんです。
　７月27日の「卓球を楽しもう」では、ボランティアの皆さんや高校生と一緒に卓球を楽しみま
した。７月29日に行った、手話サークル「こでまり」の指導による「手話を学ぼう」では指文字
を使って自分の名前をグループで発表しました。文字を指で覚えることは言葉に出すより大変でし
たが、貴重な体験が出来ました。参加した小学生からは「楽しかった。手話を勉強したい」との声
が聞かれました。

▲指文字を練習しよう ▲自分の好きなものを表してみよう

（法人会員広告） 緑豊かな環境づくり。　東海村造園建設協力会 7

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。
※事前に連絡がない場合、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。

「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。

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）
●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）
●ハンディクリーナー（美品）
●カラーボックス（美品）
●レゴブロック

地域福祉推進係

募…集…内…容 希…望…部…署
●生理用品（未開封） 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）
●ペットボトル飲料
●缶詰め

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804 ←メールはこちらから



あなたの悩みをお聞きします

申込み・問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎（283）0205

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。
※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。

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
も可能です。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

令和４年度 水中体操教室（後期）参加者募集！
　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
には心肺機能を高める効果があります。ぜひご参加ください。
期　間：令和４年10月～令和５年３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：８月25日（木）～９月７日（水）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。
　　　　▼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／居宅介護支援事業所　☎（283）3410

問い合わせ／企画総務係　☎（282）2804

介護のことなら　～お気軽にご相談ください～

何から相談したら
良いのかなぁ…？

退院後の生活
が心配…。

介護保険って
どんな時に
使えるの…？

最近物忘れが
心配だな…。

少しでも手伝って
もらえればまだ自宅で
暮らせるかな…。

困っていることを
誰に相談したら
いいの？

ポイント！
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
をしながら体力の向上を目指
しましょう！

　居宅介護支援事業所は、介護についての相
談を受け付けています。
　困りごとを一緒に考えていきます。どんな
ことでもお気軽にご相談ください。

場　所：東海村総合福祉センター「絆」
相談員：介護支援専門員（ケアマネジャー）
相談日：月～金曜日　
　　　　午前８時半～午後５時15分

※総合福祉センター「絆」へ来館することが難しい場合
は、ケアマネジャーがご自宅へお伺いしますのでお電
話ください。

［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

～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

follow me!
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