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表紙：「みんなの研ぎやさん」刃物研ぎボランティア活動（千代川公民館）

刃物研ぎで 地域の笑顔つなぎ



　少子高齢社会のなか、地域で様々な困難に直面した場合における支え合い活動「地域共生社会」の実現に向
け、小地域福祉活動やボランティア活動、住民参加型活動などの取り組みが必要となっています。
　これらの取り組みは社協の役割そのもので、多様化、深刻化する生活課題・地域課題の解決を図るため、一
人でも多くの地域の皆さまの理解と協力を得ながら、「誰もがその人らしく安心して暮らせる地域づくり」を目指
します。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、多くの社会・経済活動が停滞する中、住民主体による
地域福祉活動が継続して行えるよう事業を計画的に推進していきます。

多様な人々が支え合う地域づくりをすすめます
　住民同士が支え合う「地域共生社会」の実現に向け、各地区で取り組まれている支え合いの「活動」や「担い
手」の情報を収集し、「人と地域」がつながる小地域福祉活動の取り組みを進めます。

重点目標

誰もがその人らしく
  安心して暮らせる
　  地域づくりを目指して
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会費収入
6,232千円

327,947千円
歳 入

327,947千円
歳 出

その他の収入
69,461千円

経常経費補助金収入
61,504千円

助成金収入
121千円

人件費支出
185,861千円

事業費支出
29,111千円

事務費支出
37,640千円

貸付事業支出
1,200千円

助成金支出
11,490千円

予備費支出
52,255千円

その他の活動による支出
10,390千円

貸付事業収入
500千円

事業収入
4,099千円

介護保険収入
96,071千円

就労支援事業収入
40千円

障害福祉
サービス等事業収入
54,957千円

受託金収入
34,861千円

寄付金収入
101千円

法人運営・管理
●各種法令・社会的規範の遵守
●理事会・評議員会の開催
●苦情解決体制の強化
●広報・啓発活動
●会費増強運動の実施
●職員研修の参加・実施
●職員の健康管理の実施
●下妻市共同募金委員会との連携

地域福祉事業
●心配ごと相談事業【市受託事業】
●生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】
●小口資金貸付事業
●日常生活自立支援事業【県社協受託事業】
●成年後見制度事業 
●生活困窮者自立支援事業【市受託事業】
●学習支援事業 　　　　　【市受託事業】
●ファミリーサポートセンター事業（うぇるきっず含む）【市受託事業】
●地域子育て支援事業
●乳幼児発達相談事業（ポーテージ発達相談）【一部市受託事業】
●在宅福祉サービスセンター事業（あおぞらサービス）【市受託事業】
●高齢者見守り事業
●ささえ合い推進事業　
●小地域福祉活動推進事業　　
●赤い羽根共同募金地域福祉助成事業
●赤い羽根共同募金地域福祉活動支援事業
●防災ラジオ助成事業
●災害・緊急支援事業

ボランティアセンター事業
●ボランティアの相談・登録・紹介
●ボランティア活動助成事業
●ボランティア養成事業
●福祉教育支援事業
●善意銀行
●フードバンク事業　
●災害ボランティアセンター事業

介護保険事業
●居宅介護支援・介護予防ケアマネジメント事業
●訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス事業
●地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス事業

障害者自立支援等事業
●居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業
●生活介護事業
●相談支援事業（地域移行支援）
●障害者日中一時支援事業

砂沼荘運営事業
●施設の利用拡大と各種講座等による健康増進
●福祉サービスの充実

新規

拡充

拡充

拡充

令和４年度　事業計画

お知らせします １年間のまちづくり計画

令和４年度 社会福祉協議会収支予算内訳
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非常時等の日除け、雨除け確保事業

非常時等における電源確保事業

通学路の除草及び清掃

団体名▶  下宮自治会　　助成額▶  195,000円

団体名▶  原新田自治会　　助成額▶  200,000円

団体名▶   渋井自治会　　助成額▶  46,400円

　赤い羽根共同募金の助成金を活用し、ワンタッチ式のテント
を購入させていただきました。以前まで所有していたテントが
老朽化により不具合が生じていたため、今回の購入で安心して
使用できるようになりました。
　テントは災害時の補助的避難所としての利用や、自治会・子
供会のイベント時の日除け、雨除けとして活用させていただき
ます。
　ご支援ありがとうございました。

　原新田自治会では、令和２年に自主防災組織を結成し、令和
３年１月に新公民館を竣工いたしました。公民館を自主防災の
拠点、地域住民の避難所として活用するにあたり、有事の際、
停電等が発生した場合は発電機が必要となります。
　この度の助成金により、発電機を購入することができました
こと心より感謝いたします。発電機を整備し活用することで、
地域住民の助け合い活動を推進してまいります。
　ご支援ありがとうございました。

　この度は赤い羽根共同募金地域助成金をいただきありがとう
ございました。渋井自治会では通勤・通学時の安全確保のため
道路の除草作業を実施しており、今まで全て手作業で行ってい
ましたが、今回背負い式エンジンブロワを購入したことで除草
後に散乱した草やゴミなどを集めやすくなり、作業が効率よく
進められるようになりました。
　これからも地域の環境向上にむけて活動をしてまいります。

事業名

事業名

事業名

赤い羽根共同募金の使い道〜地域福祉助成事業報告〜

令和３年度に助成した事業の一部を紹介します

　社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金の地域還元と使い道の透明性を目的に、地域住民が主体のまちづ
くり活動を支援するため「赤い羽根共同募金 地域福祉助成事業」の制度を設けています。令和3年度は防災事
業や環境整備事業など、12事業 計2,014,336円の助成をしました。
　現在、令和4年度地域福祉助成事業の申請を受け付けていますので、皆さまの地域でもぜひご活用ください。
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８年間のご利用ありがとうございました

ガイドレシーバー購入事業

団体名▶  下妻いいとこ案内人の会　　助成額▶  200,000円
　「下妻いいとこ案内人の会」は、下妻の歴史や文化のガイド活
動を通じ、「下妻のいい所」をPRする観光ボランティアガイド
です。この度、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した案内
をするため、ガイドレシーバーを購入させていただきました。
　今回の購入によりソーシャルディスタンスを確保したガイド
が可能になり、参加者がコロナ禍でも安心して参加できるよう
になりました。
　今後、下妻市のPRのためにたくさん使用させていただきま
す。ありがとうございました。

募集〆切
（第2 期）助成額

令和４年度まちづくり活動に取り組む事業の申請受付中です

詳細につきましては、☎44-0142までお問い合せいただくか、
下妻市社協ホームページ ▶ 地域福祉 ▶ 地域福祉助成事業 をご覧下さい。

令和4年7月29日（金）
※年間予算額200万円に達し次第
　終了となります

20万円（上限額）

　平成26年のオープンより約８年間営業してまいりました「コミュニティカフェ
ぷらっとほーむ」は、このたび令和４年３月31日(木)をもちまして閉館いたしました。
　利用者の皆様をはじめ、多くの方々からの温かいご支援ご愛顧を賜りましたこ
と心より感謝申し上げます。
　長年のご利用、誠にありがとうございました。

事業名
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　社会福祉協議会では、地域住民の方々が抱える困りごと、悩みごとをご相談いただける窓口を設けてい
ます。各種サービスをご用意しておりますので、ひとりでお悩みにならずに、どうぞお気軽にご利用ください。

貸付相談
　低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯で
他の資金の借入れが困難な世帯を対象に、必
要に応じた資金貸付を通じ、世帯が経済的に
安定した生活が送れるよう支援します。

高齢者介護サービスに関する相談
　介護保険サービスに関する相談は「下妻社協
ケアセンター」へ。

障害者サービスに関する相談
　障害者自立支援サービスに関する相談は「福
祉センターひばりの」へ。

ボランティア事業
　ボランティアがしたい！ボランティアに来てほ
しい！やボランティア活動をしている方の悩み
等をボランティアコーディネーターが受け付け
ます。

在宅福祉サービスセンター 
（あおぞらサービス）
　お掃除、買い物などの家事や外出時の介助等
を地域住民同士の相互援助（支え合い）によりお
手伝いします。

自立相談支援事業
　何らかの理由で生活に困窮する世帯からの相
談に応じ、個々の状況にあったプランを作成し、
必要なサービスにつなげます。

心配ごと相談（法律相談）
　相続や土地、離婚問題などに対して、弁護士・
心配ごと相談員が助言します。
秘密厳守、相談無料。

子育て支援
・ 冠婚葬祭や私的理由等で緊急、一時的に保

育を必要とするお子さんを、地域住民同士の
相互援助（支え合い）によりお預かりします。

（ファミリーサポートセンター）
・ 発達に遅れや偏りが見受けられるお子さんの

発達相談と、不安を抱える保護者を支援しま
す。（ポーテージ発達相談）

日常生活自立支援事業
　認知症や知的障害、精神障害等が原因で判
断能力に不安を抱える方が、不利益を被ること
のないよう、金銭管理や重要書類の預かり、ま
た福祉サービス利用のサポートを行い、地域の
なかで安心して暮らすことができるよう支援し
ます。

【お問い合わせ】
☎44-0142　社会福祉協議会事務局
☎44-6993　下妻社協ケアセンター
☎44-3197　福祉センターひばりの

ご利用下さい！ 社協の相談窓口
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「古切手」について
●古切手の活用目的
　 世界中にはたくさんの切手収集家がおり、集められた古切手は収集家たちが

コレクションとして買い取ってくれます。世界中のすべての郵便切手が収集の
対象となり、印刷面の絵柄(風景、動物、キャラクターなど)を、収集家が美
術価値を評価し購入してくれる仕組みになっています。そのため、記念切手な
どは人気がありますが、汚れや傷みが著しいものは人気がありません。

●社協に持ってきていただくときは…
　◉使用済み切手をはがさず、切手の周りを５ｍｍ程度残して切ってください
　◉外国切手とは分けてお持ちください　　◉証紙は対象外です

善意銀行からのお知らせ

学習支援「寺子屋」からのお知らせ

善意銀行では、古切手・書き損じハガキ・物品（大人用紙おむつや未使用毛布、
タオルなど）・食料品（レトルト・インスタント食品）を受け付けています。

　寺子屋は市内の小中学生の居場所づくりと学習支援を目
的に毎週月曜日に開催しています。学校の宿題や自習をし
たい方が自由に利用することができ、分からないところがあっ
た時は教員OBなどの学習支援ボランティアが教えてくれ
ます。また、タブレットも２台用意し、宿題が終わった方
にはお楽しみコーナーもありますので是非ご利用ください。

日　時：毎週月曜日　15時～18時　※祝日はお休み
　　　　（時間内は途中入室、退出自由です）
会　場：下妻公民館　２階　学習室
対象者：市内在住の小学４年生～中学３年生
参加費：無　料
※コロナの状況によっては中止になる場合があります

【お問い合わせ】
☎44-0142　社会福祉協議会　地域福祉係

学習支援ボランティアが勉強のサポートをします

学習用タブレットを2台用意してあります

善意銀行 ありがとうございました咲かせよう愛の花
2022年2月1日～4月30日（順不同・敬称略）

古切手
斉藤　恵子
初澤　政枝
坂井　容子
日野　ゆかり
柴　早苗
笠嶋　宗徳
萩原　富美枝
野尻　裕子
㈱菊池製作所
ハナワ物流㈱
㈱丸山製作所
ライナー建設㈱
日鉄めっき鋼管㈱ 下妻工場
冨岡工務店
Kujuプロダクション
㈱サンキャスト
特別養護老人ホーム　加養の里
愛宕園
千代川郵便局
水土里ネット江連八間

道の駅しもつま
認定こども園ふたば文化
下妻小友幼稚園
下妻市更生保護女性会
交通安全母の会
市役所消防交通課・福祉課・商工観光課・保険
年金課・生涯学習課・保健センター
匿名　13件
預託金
古澤　あさ 3,000円
平石 893円
下妻砂沼郵便局 4,026円
匿名 127,700円
匿名 20,000円
匿名 5,000円
書き損じハガキ
冨岡工務店
千代川郵便局
下妻市更生保護女性会
匿名　5件

生活用品（タオル・紙オムツ・おしりふきなど）
白石　恵津雄
柴　早苗
㈱塚越産業
下妻市更生保護女性会
匿名　14件
フードバンク（お米・レトルト食品・保存食など）
㈱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
㈱TAIYO
大宝八幡宮
フードバンク回収BOX
　下妻公民館・砂沼荘
匿名　7名
お届け先
※食糧品➡（お菓子・調味料・お米など）

もみの木学童
みんなの食堂

個人　47名
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フードバンク食品回収BOXにご協力ください

第274号
■発行日／令和4年5月25日
■編集・発行　社会福祉法人　下妻市社会福祉協議会
　〒304-0064　茨城県下妻市本城町3-36-1　下妻公民館1階
　TEL：0296-44-0142　FAX：0296-44-0559
　E-mail：fureai＠st-shakyo.jp
■印刷／富岡印刷所 再生紙を使用しています

社協ホームページ 社協ツイッター
この広報紙は赤い羽根共同募金配分金で発行しています。

　この度、社協広報紙「ふくしものがたり」の発行月を下記のとおり変更させていただきます。　
　発行月が変わることで、しばらくの間ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いします。

■変更前　毎偶数月の25日　年6回発行　  ■変更後　5月・8月・11月・2月の25日　年4回発行

令和4年度より「ふくしものがたり」の発行月が変わります

（募集人数）　1名
（雇用形態）　パート職員
（業務内容）
介護保険制度の主に65歳以上の
高齢の方や自立支援制度の障害を
お持ちの方に対し、施設での通所
介護サービスを提供しています。看
護業務のほか、入浴、食事、排泄介
助など介護サービスのお仕事です。

（賃金等）
時給1,150円  
通勤手当　労災保険

（勤務時間）
8時30分から17時15分の間
の4時間程度

（応募資格）
准看護師・正看護師・保健師
のいずれか
普通自動車運転免許

（勤務地）
下妻社協ケアセンター（下妻市別
府545 福祉センターシルピア内）

（お問い合わせ）
☎44-6993　担当/塚田

求 人 情 報 下記の職員を募集しています
●デイサービス看護職員

しもつまファミリーサポートセンター
協力会員募集のお知らせ

在宅福祉サービスセンター「あおぞら」
協力会員募集のお知らせ

毎月第1日曜日

 入館料無料 
※市外在住の方も無料です。

皆さまのご来館をお待ちしています。

　コロナ禍で支援を必要とするひとり親世帯を対象に、「し
もつま外国人支援ネットワー
クTOMODACHI」主催・社協
共催のもと、2月27日（日）に
食糧品・日用品等の配布会が
砂沼荘で行われました。この
配布会は県内一斉に開催され
た「子どもフードパントリー茨
城」の一環として実施し、今
回約170 世帯へ支援を行うこ
とができました。

　地域での子育てをお手伝いしていただける方を募集してい
ます。地域住民同士の支えあいによる会員制有償サービスで、
一時的にお子さんのお預かりをしていただきます。安心して子
育てをするには、地域の方による助け合いの力が必要です。
空いている曜日や時間を使って地域の子育て支援を行いませ
んか。皆さまのご協力をお待ちしています。

活動内容  
・ 「うぇるきっず（下妻公民館内の託児室）」でのお子さんのお

預かり
・自宅でのお子さんのお預かり

活動費  
・1時間600円（交通費別途）

　社会福祉協議会では「フードバンク食品回収ボック
ス」を設置しています。
　お預かりした食品は生活困窮世帯や福祉施設等で
活用させていただきます。
　皆さまのご協力をお待ちしています。

設置場所  
・下妻公民館1階正面玄関前　・福祉センター砂沼荘

ご提供いただきたい食品  
お米、インスタント食品、レトルト食品　など

　ボランティアサークル「みんなの研ぎやさん」は、ご家庭でお使いの包丁や鎌、ハサミなどを無
料で研磨する活動をしています。
　当サークルでは、一緒に刃物研ぎ活動をしてくださる方を募集しています。刃物研ぎボランティ
ア活動を通じて地域との交流を図り、活動から得るやりがいや喜びを感じてみませんか。皆さん
のご協力をお待ちしています。

（お問い合わせ）　☎44-0142　下妻市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）

　在宅福祉サービスは「困ったときはお互いさま」の精神で、
地域に住む人が安心して生活できるよう地域で支え合う会員
制の有償サービスです。資格は問いません。あなたの空いて
る時間を活用して、日頃の家事や介護、子育てなどの経験を
地域で活かしませんか。皆さまのご協力をお待ちしています。

活動内容  
・ 家事援助（掃除、洗濯、買い物、食事の支援など）
・ 30分以内で行える簡単な活動（ゴミ出し、電球交換など）
・外出援助（散歩、通院など）

活動費  
・1時間600円（交通費 1回100円）

お客様
感謝デーのご案内

子どもフードパントリー事業を
実施しました

前日の準備では、子どもたちを
はじめ多くの方にご協力をいた
だきました

砂沼荘

「みんなの研ぎやさん」会員募集中です


