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盲導犬に会いに行こう
！ 親子バスツアーを開催しました
表紙：
「盲導犬に会いに行こう！親子バスツアー」盲導犬歩行体験の様子（P5）

ふ く し

第3回 にこにこ294セット配付事業を実施しました
社会福祉協議会では、12 月 3 日（金）、4 日（土）の二日にかけて、児童扶養手当受給世帯や要保護・
ふ く し

準要保護世帯のうち申込みをいただいた 263 世帯に、にこにこ 2 9 4 セット（食糧支援事業）を配付
しました。コロナ禍で多くの方が様々な面で我慢を強いられていますが、子供たちにおきましても
新しい生活様式の中、学校行事の中止や縮小また外出を控えなければならないなど、ストレスによ
る心身への影響が心配されるところです。
そこで今回は食糧品や生活用品の他、12 月のクリ
スマスシーズンに美味しいケーキを食べて楽しいひ
と時を過ごしていただけるよう、市内 2 店舗のケーキ
店にご協力をいただき、お店で使える商品券を併せ
て配付させていただきました。
今回も企業や団体、市民の方から多くのご協力を
いただき実施することができました。皆様のご厚意
に感謝申し上げます。

ふ く し

にこにこ2 94セットを受け取られた方からの声
色々な食品やマスク、消
毒液など本当にありがと
うございます。助かりま
す。コロナ禍になってか
ら、出費が続き買わなけ
ればならない物も増えた
ような気がします。1500
円分のケーキ屋さんの券
なども特別感があり、嬉
しかったです。有り難く
使わせていただきます。

いつもこんなにっ！！と思う
くらい沢山入っていて驚く限
りです。皆さまの温かさに
感謝しながら、これからも
子供たちと笑顔で頑張って
いきます！ありがとうござい
ました

今回初めて利用させていただきましたが、品物
の多さに驚きました。
子供が 3人いるので、日用品、食料品等はと
ても助かりますし、クリスマスケーキを前に子
供たちの笑顔が見られると思うととても嬉しく、
感謝いたします。
本当にありがとうございました。

ママが大きな袋２つ抱えて帰って来ました。中を見て感 動。
こんなにいただけて、下妻も頑張っているね。ありがとう

その他、多くの皆様から感謝のメッセージをいただきました。
2

協 賛 企 業 等 一 覧 （順不同・敬称略）

JA常総ひかり農業協同組合

カルビー㈱ 下妻工場

㈱横浜ファーム 下妻農場

いばらきコープ生活協同組合

米

じゃがりこ・ジャガビー

卵

袋麺

イオンリテール㈱ イオン下妻店

(一社) 下妻青年会議所

下妻千代川ライオンズクラブ

下妻ロータリークラブ

ふりかけ

クリスマスチョコ

ミートソース

そば

㈱ダイナム 茨城下妻店

IGLESIA NI CRISTO

社協 総上支部

結城特別支援学校

食糧品・日用雑貨など

生活用品セット

寄付金

パッケージ作り・仕分け作業

国土交通省

ボランティア「かなえたい」

レトルトごはん

仕分け作業

天台宗茨城仏教青年会

茨城県共同募金会

玄米、缶詰など

地域福祉特別助成金

㈱セブン-イレブン・ジャパン

茨城県社会福祉協議会

食糧品、日用品など

住民生活応援助成金

（協力団体等）

パティスリーラフィネ

シャトレーゼ 下妻店

商品券取り扱い

商品券取り扱い

その他、善意銀行として多くの皆さまからお米やインスタント麺などをご提供いただきました。

㈱TAIYOにフードバンク回収BOXを
設置していただきました
この度、株式会社 TAIYO 様（下妻市半谷）からのお申出により、
社内にフードバンク回収ボックスを継続的に設置させていただくこと
となりました。
お預かりした食品は、食べる物に困っている世帯や福祉施設、
「みんなの食堂＠しもつま」等で活用させていただきます。ご協力
ありがとうございます。
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災害ボランティアセンター運営訓練・
防災ボランティアリーダー養成研修会を実施しました
11 月 27 日（土）、砂沼荘において「災害ボランティアセンター運営訓練・防災ボランティア
リーダー養成研修会」を実施しました。
当日は下妻市および県内社協職員のほか、下妻青年会議所や茨城県生活協同組合連合会など
各関係機関・団体に参加をいただき、災害ボランティアセンターの設置運営における実践的な
訓練を実施するとともに、発災時に迅速かつ的確な支援活動に協力いただける防災ボランティ
アリーダーの養成研修を行いました。
訓練では「茨城県沖を震源とする震度 6 強の地震により停電・断水・家屋倒壊等の被害が数
多く発生した」との想定の下、参加者が「スタッフ」
「ボランティア」
「被災住民」の役割に分か
れ、ニーズの受付からボランティアの受入れ、マッチング、資材貸出までの一連の流れを体験
しました。また模擬訓練終了後には、令和元年に発生した台風 19 号の被害による災害ボラン
ティアセンター運営での体験談や今現在災害が発生した場合のコロナ禍における留意点などに
ついて講話をいただきました。
研修を通じて災害ボランティアセンター開設までの具体的な流れや職員の役割を明確化し、
今後起こりうる災害への備えを再確認しました。

下妻青年会議所と「災害時等における
協力体制に関する協定」を締結しました
（一社）下妻青年会議所と下妻市社協は、11 月 22 日
（月）に「災害時等における協力体制に関する協定」を
締結しました。協定においては、災害ボランティアセ
ンターへのスタッフ派遣や資機材の提供、平時におけ
る災害ボランティアセンターに関する研修への参加を
行うことなどが合意されました。
今後は、年１回以上の情報交換等の機会を設けて連
携を強化し、災害時に迅速かつ総合的な支援活動が行えるよう協力して取り組んでいきます。
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わくわく親子防災Halloween 2021
10 月 30 日（土）Waiwai ドームしもつまにて、
子育て世代を対象とした防災イベント「わくわ
く親子防災 Halloween 2021」を開催しました。
当日は 300 名を超える来場者となり、10 月
31日のハロウィンにちなんで、多くの方に様々
な仮装をしてご参加いただきました。
イベントでは防災士の かもんまゆ さんによる「親子のための備災講演」をはじめ、各ブー
スでは市内子育て団体や企業等による体験・見学型のイベントが開かれ、備蓄品の展示や洪水
ハザードマップの紹介、段ボールベッド体験、災害時に応急仮設住宅として使用できる「ムー
ビングハウス」の見学など、参加者の方に防災について楽しみながら学んでいただきました。

東日本大震災の映像を使い、命を
守る行動の大切さについて語って
いただきました
（講師：かもん まゆ さん）

開会に併せおこなわれたハロウィ
ンパレードでは、仮装したたくさ
んの子どもたちが参加しました

9 団体が設置した各ブースでは
様々なイベントを体験することが
出来ました

イベントの開催にあたり、鈴木鉄
工株式会社様よりハロウィン用の
お菓子を寄贈いただきました

盲導犬に会いに行こう！親子バスツアーを開催しました
11 月 13 日（土）に小学生親子を対象とした「盲導犬に会いに行こう！親子バスツアー」を開
催しました。盲導犬の役割や視覚障がい者への理解を深めていただき、自分には何ができるの
か？を考えるきっかけ作りを目的としたもので、親子 21 名にご参加いただき
ました。見学先では（公財）東日本盲導犬協会（栃木県宇都宮市）の職員によ
る講話と盲導犬歩行体験を通して、楽しく “ ふくし ” について学びました。

参加された方からの声
荒井望紗さん（6 年生）



私は、初めてアイマスクをして盲導犬と一緒に歩行体験をしました。真っ暗で自分がどの方向を向いてるの
か分からなくてとっても怖かったけど、盲導犬がゆっくりと優しく歩いてくれたので進むことが出来ました！
コロナの影響で犬舎を見る事が出来なかったのは残念だったけど、少しでも盲導犬を知ることが出来て良かっ
たです。訓練時間が短い事や厳しい事が無い事、もっと沢山の人に盲導犬を知って欲しいです。

K・T さん（保護者）



『盲導犬に会いに行こう！』に参加したいと 3 年生の息子に懇願されて今回参加をさせていただきました。こ
の体験を通じて、普段目に不自由なく生活ができることへの感謝、目の不自由な生活をしている人への尊重、
訓練を成し遂げて人間の目となり、足となり手助けをしてくれている盲導犬や介助犬や聴導犬がいること。こ
ういった補助犬を知らない方や理解を得ていない方々にもたくさん知っていただきたいです！その為にもこう
いった機会をたくさん作っていただき、子供も大人も体験を通じて学んだことを生かして、目の不自由な方や
盲導犬の手助けを率先して行動できる人間になっていってもらいたいです。
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ふれあいお届け事業 絵手紙、カレンダーをお届けしました
毎年ご好評をいただいています絵手紙、カレン

ダーをご希望のあった65歳以上のひとり暮らしの方
にお届けする「ふれあいお届け事業」を行いました。
絵手紙の作成には市内で活動するボランティア
サークルのふれあい交流会、絵手紙教室のコスモ
ス、すみれ、さくらの皆さまにご協力をいただき心温まる素敵な絵手紙を282名にお
届けしました。カレンダーは大変見やすい大判のもので、民生委員児童委員協議会、
下妻つくし会の皆さまのご協力のもと463名にお届けしました。

第 2 回 砂沼荘グラウンド・ゴルフ大会を開催しました

11月4日（木）
・5日（金）に、第2回砂沼荘グラウンド・ゴルフ大会が開催され、男性16名、女性13名の
ご参加をいただきました。優勝者には優勝カップが贈られましたが、順位に
関係なく参加者全員にプレーを楽しんでいただくことができました。
砂沼荘では、砂沼の景色を楽しみながらグラウンドゴルフをプレーできま
す。個性的なコースもあり、初心者から熟練者の方まで幅広く楽しめますの
で、興味のある方はぜひ一度ご利用ください。

在宅福祉サービスセンター事業「あおぞら」
・子育て支援事業
「しもつまファミリーサポートセンター」協力会員交流会

11月10日（水）、普段は別々に活動している相互援助サービスの協力会員さん同士の情報交換と交流を図
るため、18名の参加のもと協力会員交流会を実施しました。行先となった大子町の袋田の滝は前日の雨で滝
の水量が増し、水しぶきや快晴の青空が紅葉
をより一層華やかに演出してくれました。
参加者からは「どこにも出かけていなかっ

たから楽しかった」
「また来年度も計画してほ
しい」などの感想をいただきました。

善意銀行

咲かせよう 愛 の 花
古切手

書き損じハガキ

坂野 徹
鈴木 浪子
広瀬 佳代子
（株）井上フード
認定こども園 ふたば文化
水戸地方法務局下妻支局
匿名 4 名

坂野
匿名

徹

生活用品（生理用品・紙オムツ・おしりふき・肌着など）
酒寄まり子
高島 栄
千田 嘉弘
下妻市更生保護女性会
匿名 9 名

預託金

古河ヤクルト販売株式会社
代表取締役社長 山浦
大宝保育園
千代川ちぎり絵クラブ
匿名

ありがとうございました

フードバンク（お米・レトルト食品・保存食など）
博

50,000 円
14,680 円
10,000 円
3,000 円

（株）カスミ
フードスクエア下妻ふるさわ店
フードスクエア下妻店
フードオフストッカー千代川店
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2021年10月1日～11月30日（順不同・敬称略）

（株）TAIYO
フードバンク回収 BOX
下妻公民館・砂沼荘・ぷらっとほーむ
酒井くに子
K.H
下妻市更生保護女性会
匿名 17 名

お届け先

※食糧品 ➡
個人 46 名

児童養護施設 自生園

みんなの食堂

豊加美学童クラブとよっこ園

豊加美学童クラブ第２とよっこ園
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