社協だより
第 49 号
発行 平成29年３月

心のふれあい
社会福祉法人

ご か

五霞町社会福祉協議会 事務局 五霞町大字江川3201福祉センター「ひばりの里」内☎（0280）84-0765・80-1165
ホームページ http://www.goka-syakyo.or.jp
Ｅメール info@goka-syakyo.or.jp

赤い羽根共同募金
街頭募金 ウエルシア薬局
道の駅「ごか」
にて

も く じ
■１ページ
１ページ ●赤い羽根共同募金
街頭募金 ウエルシア薬局
道の駅「ごか」にて
■２ページ ●共同募金

■６ページ ●地域包括支援センターよりご案内
●地域ケアシステム推進事業の活動
●日常生活自立支援事業について
■７ページ ●ひばりの里デイサービス

■３ページ ●歳末たすけあい・小銭募金

●地域活動支援センター「太陽の家」

■４ページ ●善意銀行

●こんにちはヘルパーです

●チャリティー募金の報告
●表彰の報告
■５ページ ●身近なボランティア
●社協会員サービス

●指定居宅介護支援事業所
■８ページ ●心配ごと相談 ●法律相談
●介護相談 ●福祉機器の貸し出し
●生活福祉資金貸付 ●小口資金貸付
●いぬ日和、ねこ待ち空⑨

−9−

社協だより「ごか」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。
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共 同 募 金

平成28年度

赤い羽根共同募金は、住民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
1947年（昭和22年）に始まった赤い羽根共同募金は、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間
団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は住民主体
の運動を進めています。
五霞町でも各行政区長さんをはじめ多くの方々のご支援ご協力のもと、皆様のご厚志を頂くことができま
した。ありがとうございました。みなさんが安心して暮らせるまちづくりのために、今後も「共同募金運
動」にご協力をお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金実績報告

募金総額
⑴戸別募金

2,163,659円（前年比−45,750円）

219,000円（ 特

別

募

金 ） ⑸職域募金

65,499円（ 五霞町社会福祉協議会 ）
94,923円（ 五 霞 町 役 場 ）

般

募

金）

85,000円（ 農

（前年比＋2,000円）
975,450円（ 一

業

委

員）

15,000円（ 茨城むつみ農協五霞支店 ）

（前年比＋14,434円）
⑵街頭募金

25,765円（ 道の駅ごか・ウェルシア ）

4,000円（ 五 霞 土 地 改 良 区 ）

⑶法人募金

100,000円（ 五 霞 工 業 ク ラ ブ ）

5,000円（ 五 霞 町 商 工 会 ）

452,000円（ 町内の法人及び事業所 ）

584円（ 原宿台いきいきサロン ）

⑷学校募金

13,797円（ 五

霞

中

学

校）

15,205円（ 五 霞 東 小 学 校 ） ⑹イベント募金
10,337円（ 五 霞 西 小 学 校 ） ⑺その他

19,000円（ 青少年相談員協議会 ）
11,082円（ ふ れ あ い ま つ り ）
19,542円（ 公共施設 等設置募金 ）

14,830円（ 五 霞 幼 稚 園 ・ 保 育 園 ）
13,178円（ 川妻認定こども園おひさま ）

4,458円（ ウ ェ ル シ ア 薬 局 ）
9円（ 預

金

利

子）

平成28年度 共同募金特別募金（法人募金の部）寄付者芳名簿
平成28年度共同募金について地域福祉への深い理解と関係者各位の温かいご厚志、ご協力により成
果を上げることができました。ここに謹んでご報告申し上げます。
寄付者は次の通りです。（順不同、敬称略）

五霞ガス、㈱五霞建設、㈱木村設備、板通㈱、(有)山下工務店、橋本建設、㈱中山産業、㈱青木建
設、(有)中里電機、(有)かじや商店、㈱飯島興産、玉村造園、㈱カワムラ、中島工務店、鈴木工務
店、福島建設、金子商事、(有)長島設備、㈲シャリー、カニヤ工業㈱、(有)鞠子鉄工、マルナカ、㈱
増田石油、㈱昭運、㈱共進鋼業、馬場医院、スズキ工業、フラワー花暦、原宿台歯科医院、玉木、田
村電気商会、五霞自動車工業、五霞環境整備、三浦工務店、セキグチ精工、横商、芝田クリニック、
(有)森田加工所、稲葉自動車、阪東組、知久モータース、きららの杜
他、匿名８法人及び事業所様
※上記の法人及び自営業さん以外の方々にも特別募金のご協力を頂いております。
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五霞幼稚園のみなさん

一般社団法人五霞工業クラブ様
多年に渡り、たすけ合いの心をもって、共同募金運動に協力され
社会福祉の増進に寄与されました。そのため、中央共同募金会より
運動創設70年を記念し、表彰されました。
心より感謝申し上げます。
川妻認定こども園おひさまのみなさん

平成28年度 歳末たすけあい・小銭募金
「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環として新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが
地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開するも
のです。
五霞町では平成28年12月12日に各行政区の民生委員さんで構成される配分委員会を開催し、配分金額等に
ついて慎重に協議して頂きました。また、配分につきましても、各民生委員さんにご協力いただき、12月末
にかけて配分対象者へ見舞金として配分いたしました。

歳末たすけあい募金・小銭募金の使途
ひとりぐらし高齢者
ねたきり高齢者
認知症高齢者
高齢者世帯
在宅重度心身障がい者
在宅重度心身障がい児
支援を必要とする児童生徒
母子世帯
父子世帯
交通遺児
支援を必要とする世帯

長期入院患者
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45名

(前年比 ０名)

9名
(−1名)
5名
( ０名)
4世帯
(＋3世帯)
27名
(＋3名)
0名

23名
(−1名)
13世帯
(＋3世帯)
1世帯
( ０世帯)

270,000円
58,500円

実績報告
募金総額

32,500円

931,022円

26,000円

（前年比＋ 43,818 円）

175,500円
0円
115,000円
84,500円
6,500円

0世帯

0円

9世帯
(−2世帯)
12名
(＋5名)

114,000円

12名
(＋4名)

歳末たすけあい募金・ 小 銭 募金

60,000円

・戸別募金……………………648,400円
・工業クラブ…………………100,000円
・学校募金 ………………… 40,694円
・職域募金………………………… 662円
・小銭募金……………………137,213円
・その他小銭募金……………… 4,053円
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善意銀行
月別

1月

3月

4月

5月

氏

名

適

用

月別

(有)シャリ―

使用済み切手
ペットボトルキャップ

匿名

扇風機、ドライヤー

キューピー㈱五霞工場

切手

4,338枚

五霞郵便局

切手

350枚

中村松江

ビーズおもちゃ

初見タケ

折紙細工

小村豊水

衣類等

初見タケ

折紙細工

常陽ボランティア倶楽部

タオル

匿名

スーツ一式

中村松江

おもちゃ

退職公務員連盟
五霞分会

みなさまから寄せられた善意は次のとおりです。
ありがとうございました。

平成２8年１月〜１２月

氏

名

適

猿島土建五霞分会

5,300円

6月
日馬直

本

匿名

7月

初見タケ

8月

馬場医院

9月

匿名

10月 吉田政巳

1,259円
小物飾り

12月

2個

ペットボトルキャップ
切手

687枚
6,316円

扇風機

町民ゴルフ大会
11月 チャリティー募金

タオル、使用済み切手

用

2台
63,763円

細井重子

700円

細井重子

700円

東京阪村機械株式会社

切手

5,000枚
敬称略

����������
平成 28 年 11 月 13 日（日）に開催され
ました町民ゴルフ大会（町制 20 周年記念・
主催：五霞町ゴルフ同好会、主管：町民ゴ
ルフ大会実行委員会）の参加 146 名の皆様
からチャリティー募金として 63,763 円の寄
付をいただきました。
大会会長の樋下周一郎様、大会実行委員
長の堀山幸冶様が代表し、平成 28 年 11 月
15 日（火）に、会長へ募金が手渡されました。
善意銀行にて地域福祉の向上に有効に使
用させていただきます。ご厚志に対し、厚
くお礼申し上げます。

民生委員の松本眞生子様が県知事表彰を、民生委員の知久
勝太郎様・中村仁郎様・中山雅子様が県社協会長表彰を受
けられました。
平成28年10月28日に茨城県立文化センターにて、民生委員の松本
眞生子様が県知事表彰、民生委員の知久勝太郎様・中山雅子様が県
社協会長表彰を受けられました。松本眞生子様が15年以上、知久勝
太郎様・中村仁郎様・中山雅子様が12年以上という民生委員活動を
讃えての表彰です。
長年にわたる五霞町への貢献に感謝するとともに、今後ますます
のご活躍に期待しております。
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身近なボランティア
①ペットボトルキャップの収集
ペットボトルキャップが命を救うワクチンになります。また、そのまま廃棄した時のＣＯ２の削減にもつなが
ります。
平成28年１月から12月末までの累計数
キャップ数 41万9680個
ワクチン数 418名分
−3074.5㎏を削減できました
累計のＣＯ２
キャップを1㎏焼却すると、ＣＯ２が3150ｇ発生します。
今回、ご提供いただきましたペットボトルキャップによるワクチン代金は、認定ＮＰＯ法人世界の子どもに
ワクチンを日本委員会(ＪＣＶ）へ寄付させていただきます。
五霞町社会福祉協議会

②入れ歯・アクセサリーのリサイクル
不要になった入れ歯・アクセサリーの回収をしています。入れ歯やアクセサリーに含まれる貴重な金属をリ
サイクル・回収をしユニセフに寄付をしています。
入れ歯回収ボックス設置場所：五霞町役場 福祉センター「ひばりの里」
※所定の用紙に記入のうえ、お入れください。
五霞町社会福祉協議会 ＮＰＯ法人入れ歯リサイクル協会

③アルミ缶・スチール缶の回収
「五霞町地域活動支援センター「太陽の家」では、アルミ缶・スチール缶・ペットボトルのリサイクル活動
を行っています。洗浄・プレス等の就労訓練を行います。
収集場所：地域活動支援センター「太陽の家」玄関前
※アルミ缶・スチール缶・ペットボトルの分別をして、透明のビニール袋に入れてください。

④収集ボランティア
使用済み切手
テレフォンカード
ベルマーク
未使用タオル

発展途上国の医療機器購入等に役立てられます。
50枚で約100円として換金されます。途上国へ送られ、絵本等の購入に使われます。
僻地の学校や特別支援学級等の支援の必要な子どもたちの為に使われています。
地域活動支援センター「太陽の家」で、利用者の就労支援の一環として、雑巾を縫ってい
ます。

社協会員サービス
社協会費を納めて頂いた皆様へ記念品を贈呈させて頂きました。
(平成28年１月〜平成28年12月までに申請していただいた方)

新生児への紙おむつの贈呈
平成27年７月生まれ
平成27年10月生まれ
平成28年１月生まれ
平成28年２月生まれ
平成28年３月生まれ
平成28年４月生まれ
平成28年６月生まれ
平成28年９月生まれ
平成28年９月生まれ
平成28年11月生まれ

やました かいと くん
すずき りょう くん
くん
まつもと けいすけ
すがま あさみ ちゃん
他１名
きくち ちゅら ちゃん
のぐち いずみ ちゃん
ほそい きょうすけ くん 他１名
１名
おがわ はるき くん
しのざき みお ちゃん
やまもと はるき くん
他１名
おぐろ あゆな ちゃん
パラティアナ ヴィタナギ ディセジャ オーミンディ ちゃん
１名

米寿のお祝いの贈呈
須藤 静江 様
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猪山 まさ 様

藤沼 尚子 様

松本 ふみ子 様
他５名
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☆地域包括支援センター☆
29年度一般介護予防事業のご案内
★生活機能の維持向上・仲間づくりのための教室 ※参加費は無料！
元気はつらつ倶楽部
【内容】シルバーリハビリ体操及び脳トレレクリエーション
【場所】日程は社協旬報カレンダーに掲載
（各行政区年間２０回）
【対象】町内在住のおおむね 60 才以上の方

自
由
参
加
型

ぴんしゃん教室
【内容】認知症予防・口腔栄養指導・閉じこもり予防
【場所】福祉センターひばりの里
【日程】９月〜翌年２月（全 13 回） 水曜 10：00 〜 11：30
【対象】町内在住の 65 才以上の方

申
込
制

元気あっぷ教室
【内容】理学療法士によるストレッチ・運動プログラム
申
【場所】福祉センターひばりの里
込
【日程】①９月〜 11 月（全６回） ② 12 月〜翌年２月（全６回）
制
水曜 13：30 〜 15：00
【対象】町内在住の６５才以上の方

★基本チェックリストの実施 （生活機能チェック）
【対象】 町内在住の要支援・要介護認定を受けていない 70才以上の方
4月中旬に発送予定。
ご自身の生活機能の状態を確認するために回答後必ずご返送ください。
結果票は７月中旬に発送予定です。
※生活機能の低下が心配される方には、該当する予防教室等ご案内します。

＜お問い合わせ＞ 地域包括支援センター

五霞町地域ケアシステム推進事業の活動
五霞町社会福祉協議会では、誰もが安心して暮ら
せるように、地域ケアコーディネーターが常勤し、
一人暮らしの高齢の方・心身に障がいをお持ちの
方・家庭に問題がある等で悩んでいる方の相談を受
け、必要に応じて保健・福祉・医療の関係者と連携
して支援します。
困っていることがあったら、一人で悩まず何でも
ご相談ください。
お問い合わせ 五霞町社会福祉協議会地域ケアセンター
地域ケアコーディネーター 篠崎

電話 0280−84−0765
FＡX 0280−84−3887

☎84−0765 担当 山口・久保谷

日常生活自立支援事業について
認知症で高齢の方、知的障がいや精神障がいを
お持ちの方など判断能力が不十分な方を対象に、
福祉サービス（介護保険法または障害者総合支援
法に基づくサービスなど）の利用手続きや金銭管
理のお手伝いを行っています。また、印鑑や証書
などを安全な場所でお預かりすることもできます。
自分一人で福祉サービスの契約などの判断に不安
がある、生活費の管理に困っている…など毎日の
生活で心配がある方が、安心して生活を送れるよ
うに支援します。
本事業の利用にあたっては利用料がかかります。
また、利用の際には手続きが必要となります。お
気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ 五霞町社会福祉協議会
電話 0280−84−0765
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足浴
はじめました
干支にちなんだ
はり絵作り

季節のぬり絵

五霞町地域活動支援センター

太陽の家

こんにちはヘルパーです

���������������������������

モットー「元気に・明るく・笑顔で」

●施設の清掃活動
毎週火曜日と金曜日の午前中に、福祉センター「ひばり
の里」において窓拭きや、掃除機、雑巾掛けなど清掃活動
を行っています。
≪施設外≫
●売店活動
福祉センター「ひばりの里」のホールにおいて、福祉の
店「太陽の家」をオープンしています。
営業日時 火曜日から金曜日 11時から14時30分まで
※おせんべいやお菓子、カップ麺、パンなどを販売してい
ます。
●喫茶活動
火曜日と金曜日に福祉センター「ひばりの里」食堂で喫
茶ぽかぽかのお手伝いをおこなっています。
≪施設内≫
●牛乳パックを利用した製品作り
●アルミ缶の回収、プレス作業

登録ヘルパーを募集しています

※空き缶の回収
場所は「太陽の家」です。
1 月 23 日に佐野厄除け大師
へ初詣に行ってきました！

時間があるときにお手伝いしてくださる方を
歓迎します。

身体介護 １時間 1,200円+交通費300円
（1日4件以上）
生活援助 １時間

900円+交通費300円
（1日4件以上）

五霞町社協指定訪問介護事業所
電 話 0280-84-0765 担当 宇野
Eメール info@goka-syakyo.or.jp

五霞町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
ケアマネジャー（介護支援専門員）がご利用者様・ご家族様の状況や生活の意向等を
うかがい、相談に応じながら、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成します。また、
サービスを利用する際、サービス提供事業所との連絡、調整を行います。ご利用者様や
ご家族様のご希望に沿った生活ができるような提案をいたします。
お気軽にご相談ください。
お問合わせ
お問合わせ五霞町社会福祉協議会
五霞町社会福祉協議会ケアマネージャー
ケアマネジャー 電話0280-84-0765
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抱え込まずご相談ください。
介護相談

法 律 相 談

毎月第１・第３火曜日
13：00〜16：00 まで

ケアマネジャーが、介護
保険申請の方法や、在宅で
の介護の相談に応じます。

毎月最終火曜日（原則）

心配ごと相談所

9：00〜

弁護士による法律相談では、相続問題や金銭問題
など、法律に関する専門的な相談に応じます。
※電話等での予約が必要です。毎月先着5名様まで
となります。84−0765までお問い合わせください。
※相談は無料です。

毎月第２・第４火曜日
13：30〜16：00 まで

民生委員と身体障がい者相談員に
よる相談所では、身近な家庭問題や日
常生活の悩みなどの相談に応じます。
※お気軽にご利用下さい。

福祉機器の貸し出し
社協では、次の福祉機器を貸し出しております。
◎車いす

…使用料 1か月 500円

◎特殊ベッド※

…使用料 1か月1,000円

※特殊ベッド、エアーマットについて
ご利用の際は、自宅までの搬入費用・回収時の搬出
費用が別途必要となります。
搬入・搬出
消毒・メンテナンス
搬入・搬出
エアーマット
消毒・メンテナンス
ベッド

◎エアーマット※ …無料
◎松葉杖・盲人杖 …無料

3,150 円
7,350 円
3,150 円
3,150 円

〈注意〉
介護保険の認定を受けている方の場合は、介護保険で利用できるサービス（例えば福祉用具
レンタルサービス等）が優先となります。

小口資金貸付

生活福祉資金貸付

低所得世帯で、けがや病気などによ
り、突然の出費がかさみ生活費の都合
がつかず困っている方々に対して貸付
をします。
◎対 象 町内に3ヶ月以上住んでい
る方。保証人1名を必要と
します。
◎限度額 3万円（無利子）
◎償 還 貸付後1年以内
※貸付には一定の審査があります。

次のような世帯の生活向上に役立てていただくため、低い金
利で貸付をいたします。
１、一定の所得以下（低所得）の世帯
２、障がい者のいる世帯
３、介護の必要な高齢者世帯（65歳以上）
例えば、事業を営むための費用、障がい者世帯の自動車購
入、高校や大学などの教育支援資金など4種類があります。
◎貸付額 資金の種類により異なりますので、ご相談下さい。
◎償 還 3年から20年
◎利 子 年1.5〜3％（教育支援資金は無利子）
※県へ指定書類の提出と審査があります。

いぬ日和、ねこ待ち空⑨
今回紹介するのは、小手指にお住まいのうめ
ちゃんです。
この日はお家の方の座椅子に座り、のんびりく
つろいでいました。うめちゃんは、寝るときはお
家の方のところへ行き、一緒に寝ているそうで
す。お家の方もそんなうめちゃんに癒されてい
るとのことでした。お家にはほかに、10匹の猫
と、にわとりが住んでいます。ケンカせず仲良く
住んでいるそうです。今年は酉年ということで、
特別ににわとりも撮らせていただきました。
社会福祉法人

五霞町社会福祉協議会

〒306-0303 茨城県猿島郡五霞町江川3201番地
ＴＥＬ．0280-84-0765
ＦＡＸ．0280-84-3887
E-mail：info@goka-syakyo.or.jp
ＵＲＬ：http://www.goka-syakyo.or.jp
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