
『やさしい介護講座』受講生募集！！

◆参加対象 定年退職を迎えている方（利根町在住） ※ご夫婦・女性も大歓迎 ◆申 込 先 利根町社会福祉協議会
◆定 員 ２０名（４講座以上参加できる方） ※詳細は申込後通知いたします。 ☎ ６８－７７７１

◆参 加 費 全講座出席で3,000円程度（材料費・昼食代など実費負担） 申込期限 ６月２５日（月）まで

第９５号
平成３０年６月発行

（1）第９５号

社会福祉法人 利根町社会福祉協議会
利根町大字布川２９６８番地（利根町民すこやか交流センター内）

TEL ６８－７７７１ FAX ６８－８０７２

◆受講対象者
学生以上の利根町在住の方（全課程出席できる方）
中学生は中学校を通じてお申込み下さい
◆受講料
２，５９２円（テキスト代）
◆実施会場
利根町民すこやか交流センター
布川地区コミュニティセンター
町内通所介護事業所
◆募集人数
１５名（応募多数の場合は事務局で選考させて頂きます）

申込期限：７月２０（金）まで ※期日厳守

介護の知識を

増やそう♪♪ この講座を受講することで、在宅での介護や地域での介護ボランティアを行うため

の基本的な知識・技術を身に付けることが出来ます。

実施年月日 時間 内容

7月30日(月) 9:45～15:15
開講式
福祉の制度とサービス 他

8月1日(水) 10:00～15:30
共感的理解と基本的態度の形成
医学の基礎知識

8月3日(金) 10:00～15:10
家事援助の方法
介護概論

8月5日(日) 9:00～15:00 介護技術入門

8月8日(水) 9:15～15:20
救急の知識と技術
在宅サービス提供見学 他

8月9日(木) 9:00～15:30
デイサービス実習
閉講式

◎主な内容
・お知らせ、募集・・・・・・・・P１～５ ・社協会員状況報告・・・・・・・P６
・平成３０年度事業計画・・・・・P７ ・協力会員募集・・・・・・・・・P８

定年後をいきいきと
人生の新しいステージへ！ セカンドライフの新たな仲間づくりの場、

また、チャレンジの場として、ぜひご参加ください。

日 時 内 容 講 師（敬称略） 場 所

①7月10日（火）
8:00～17:00

講演「心のリハビリ」 －会社人間から地域人間へ－
人生の新たなステージを考えよう！
県庁見学

茨城県立健康プラザ
管理者（医師） 大田 仁史

県立健康プラザ
県庁

（バス使用）

②8月2日 （木）
13:30～15:30

ワークショップ －仲間づくりー
地域に仲間をつくろう！

フォーラム・ネクスト
代表 井上 忠志

生涯学習センター

③8月22日 （水）
13:30～16:00

利根町を知ろう（その１）
知って役立つ医学と介護の知識

診療所 医師 中澤 義明
利根町役場担当課

利根町国保診療所

④9月7日（金）
9:00～15:30

利根町を知ろう（その2）
利根町の施設めぐりと議会傍聴

利根町役場担当課
利根町役場ほか
（バス使用）

⑤9月20日（木）
9:15～12:15

普通救命講習
いざという時のために・・・

利根消防署
利根町民すこやか
交流センター

⑥10月3日(水）
9:30～16:00

利根町を知ろう（その３）
楽しい歴史講座

元利根町歴史編纂委員
長島 平衛

町内史跡他
（バス使用）

⑦10月26日 (金）
9:00～15:00

そば打ち体験 手打ちそばを食べよう！
これからの地域活動について

漢の料理同好会
社会福祉協議会

利根町民すこやか
交流センター

受講生
募集



平成３０年６月発行（２） 社 協 だ よ り

～ ～ ～ お 知 ら せ ～ ～ ～

☆身体障害者の日帰り旅行のお知らせ☆
（青空のつどい）

「大平野生植物園第６回やまゆり祭り」開催のお知らせ

結婚５０周年（金婚式）を迎えられた方へ

介護者リフレッシュ事業（日帰り旅行）のお知らせ
介護者同士の交流と研修を兼ねた「介護者リフレッシュ事業」を開催いたします。

介護されている方が対象となります。
日頃の疲れを癒し、リフレッシュしませんか？お気軽にお問い合わせください。

◆期 日 平成３０年７月１１日（水）
◆行 先 茨城県県北方面（袋田の滝・竜神峡訪問予定）
◆費 用 １，０００円
◆交通機関 町バス（集合時間・場所は申込締切後に追って連絡致します）
◆申込方法 お電話にてお申し込みください。

地域包括支援センター ☏６８－８９４１
利根町社会福祉協議会 ☏６８－７７７１

◆申込締切 平成３０年６月２５日（月）

利根町社会福祉協議会では、今年ご結婚５０周年を迎えられたご夫妻はお祝いを致します。
昭和４３年１月１日から１２月３１日に婚姻届を出されたご夫妻は社会福祉協議会までご連
絡ください。

植物園のやまゆり祭りを今年も開催いたします。
園では、１，０００株近いやまゆりが皆様のお越しををお待ちしております。

◆開 催 日 平成３０年６月３０日（土）～７月８日（日）
◆開催時間 午前９時～午後５時
◆開催場所 大平野生植物園（利根町大平４６６）
■自然の山を利用しておりますので運動靴などでお越しください。
駐車場は６台ほど停めることができます。

●主 催 リ・スタート６期「チェンジ・６」／９期「利根Ｑ」
●問合せ 倉本：０２９７－６８－８４５８ ０８０－３１７４－８４８５

身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、日帰り旅行を開催致します。参加を希望される方

は、下記により申し込みをお願い致します。

▶対象者：利根町在住で身体障害者手帳をお持ちの方。

１．期 日
２．行 先
３．費 用 １，０００円
４．交通機関 バス
５．申込方法 お電話にて申し込みください。
６．申込締切 平成３０年６月２５日（月） ※期日厳守

※集合場所等の詳細については、申込締切後にお知らせ致します。

平成３０年７月５日（木）
鹿嶋市方面



１．目的
様々な世代がお互いを理解し、地域の活性化を目的として行われる世代間交流事業を

支援するため助成金を交付します。
２．対象となる事業

主に高齢者世代と子供たちの交流を図ることを目的とした事業（子育て世代を含めた
三世代による交流事業を含む）で、平成３１年３月３１日までに実施される事業。

３．対象となる団体
上記の事業を実施する団体で、営利を目的としない団体

４．助成金額
助成総額３０万円（１団体あたり上限５万円）

５．申請方法
助成金交付申請書に必要事項を記入の上、利根町社会福祉協議会事務局に提出して下

さい。その他、必要に応じて活動内容がわかる書類などを提出していただくことがあり
ます。申請書は利根町社会福祉協議会事務局でお受取ください。

６．申請受付期間
平成３０年６月４日（月）～平成３０年６月２９日（金）まで

７．選考方法
助成金の決定については選考委員会で決定いたします。

（3）第９５号 社 協 だ よ り

世代間交流事業助成のお知らせ

平成３０年度ボランティアサークル強化助成金募集のお知らせ

１．目的
共同募金配分金の中から高齢者・障害者・児童等を対象とする福祉を目的としたボラ

ンティア活動を支援するために助成を行います。
２．助成対象

①町内のボランティア団体が行う事業費（機材購入を含む）
②町内のボランティアがサークルを立ち上げるための費用
③その他必要と認められる費用
※申請にあたっては社協への登録・登録外を問わず、上記を満たす団体については対
象とする。

３．助成金額
助成総額 ２０万円
１団体あたり５万円を上限とする。

４．応募方法
助成金申請書に必要事項を記入し、社協事務局に提出して下さい。その他、必要に応

じて事業計画書または活動内容がわかる書類などを提出していただくことがあります。
※申請書類は社協事務局にてお受取下さい。

５．応募期間
平成３０年６月１日（金）から平成３０年６月２６日（火）まで

６．その他
助成金の決定については、選考委員会で決定いたします。



１．目的
地域社会には、児童、高齢者や障害者など、何らかの援助を必要とする人々も生活しています。

その人たちを含めたすべての人々が、住みなれた地域社会で安心して生活できるやさしさのある
まちづくりを進めるため、福祉を視点とした助け合い・支え合い活動に助成金を交付します。

２．対象となる活動
（１）高齢者のとじこもり防止や健康づくり活動
（２）子育て支援活動および児童虐待防止活動
（３）障害者の社会参加を支援する活動
（４）防災・防犯活動
（５）その他、地域組織等の生活課題に対応する活動

３．対象となる団体
上記の活動を実施する利根町内の行政区。

４．助成金額
助成総額３０万円（１行政区あたり上限５万円）／年度

５．助成対象
活動費のみとします。光熱費、維持費、人件費、役員手当てなどの運営経費などは、助成の対

象になりません。
６．助成期間

助成期間は３年です（活動は３年以上継続することを希望します）
７．申請方法

助成金交付申請書に必要事項を記入の上、利根町社会福祉協議会事務局に提出して下さい。
その他、必要に応じて活動内容がわかる書類などを提出していただくことがあります。申請書は
利根町社会福祉協議会事務局でお受取ください。

８．申請受付期間
平成３０年６月４日（月）～６月２９日（金）まで

９．選考方法
助成金の決定については選考委員会で決定いたします

平成３０年６月発行（４） 社 協 だ よ り

福祉推進地区助成のお知らせ

● 寄 付 金 報 告 ●

【社協事業】 【善意銀行】
平成30年2月14日～平成30年5月18日 （敬称略） 平成30年2月14日～平成30年5月18日 （敬称略）

ご芳名 金額（円） ご芳名 金額（円）

文化協会第一部門 19,615 匿名 111

陶芸クラブ（釉） 3,000 マージャン卓
匿名

匿名 4,415 椅子４脚

Ｔ．Ｒ－Ⅲ 5,746 匿名 8

匿名 10,000 30,000
池上 秀明 （指定寄付）交通遺児見舞金

ころぼっくる定例会 7,639

収入印紙 利根町退職公務員連盟 タオル23本
匿名

800円分

匿名 10,000 ご協力ありがとう
ございました匿名 10,971



〇相談日・・・毎週月曜日
午後１時～４時
（受付 午後３時まで）

〇場 所・・・利根町民すこやか交流センター

電話でのご相談もどうぞ！！
（TEL：６８－７７７１）

（５）第９５号 社 協 だ よ り

心 配 ご と 相 談 所

新 し い 福 祉 車 両 の ご 紹 介

利根町心配ごと相談所では、皆様の日常生活の
あらゆる相談に応じています。日頃お悩みのこと
や困ったことなどがありましたら、お気軽にご相
談ください。
相談員が無料でご相談をお受けします。

相談日 相談員

第１月曜日 市村 捷二 中野 傳功

第２月曜日 平野 信子 人権擁護委員

第３月曜日 有賀 弘康 中野 傳功

第４月曜日 市村 捷二 武藤 とく

第５月曜日 平野 信子 有賀 弘康

家庭のこと近所のこ
と、いろいろ困って
いるけど、相談でき
る人がいない・・・

ホッ・とね広場は・・・
ひきこもりがちな子供たちや青少年、ご家族も気軽に訪れる事が出来るコミュニケーションスペースです。

☆ ３０年度予定表 ☆（毎月第２水曜日）

（青少年の居場所づくり事業）

ホッ・とね広場

◆個別相談のお知らせ◇

たくさんの人が参加する場所はちょっと・・・
個別に相談したいという方には！

ホッ・とね広場開催日の午前中、同室にて開催中！
希望される方は、あらかじめ電話にてご予約
お願いします。

・時間 １０：００～１２：００

※この事業は、毎年皆様にご協力い
ただいております、赤い羽根共同募
金の助成を受けて実施しております。

平成３０年 １１月１４日

６月１３日 １２月１２日

７月１１日 平成３１年

８月 ８日 １月 ９日

９月１２日 ２月１３日

１０月１０日 ３月１３日

・時間 １３：３０～１６：００
・場所 利根町布川２９６８

利根町民すこやか交流センター
２F 研修室（和室）

・相談員 浅井 和幸 氏
NPO法人アストリンク理事長

（精神保健福祉士）

福祉車両を購入し、平成３０年３月２３日に納車されました。
乗車し易いように助手席が外側に回転したり、さらに車イスを
１台固定できるタイプです。
主に送迎サービス（在宅福祉サービス）で活動致します。

〇相談日・・・毎週月曜日
午後１時～４時
（受付 午後３時まで）

〇場 所・・・利根町民すこやか交流センター

電話でのご相談もどうぞ！！
（TEL：６８－７７７１）

（５）第９５号 社 協 だ よ り

心 配 ご と 相 談 所

新 し い 福 祉 車 両 の ご 紹 介 ❕

利根町心配ごと相談所では、皆様の日常生活の
あらゆる相談に応じています。日頃お悩みのこと
や困ったことなどがありましたら、お気軽にご相
談ください。

相談員が無料でご相談をお受けします。

相談日 相談員

第１月曜日 市村 捷二 中野 傳功

第２月曜日 平野 信子 人権擁護委員

第３月曜日 有賀 弘康 中野 傳功

第４月曜日 市村 捷二 武藤 とく

第５月曜日 平野 信子 有賀 弘康

家庭のこと近所のこ
と、いろいろ困って
いるけど、相談でき
る人がいない・・・

ホッ・とね広場は・・・
ひきこもりがちな子供たちや青少年、ご家族も気軽に訪れる事が出来るコミュニケーションスペースです。

☆ ３０年度予定表 ☆（毎月第２水曜日）

（青少年の居場所づくり事業）

ホッ・とね広場

◆個別相談のお知らせ◇

たくさんの人が参加する場所はちょっと・・・
個別に相談したいという方には！

ホッ・とね広場開催日の午前中、同室にて開催中！
希望される方は、あらかじめ電話にてご予約
お願いします。

・時間 １０：００～１２：００

※この事業は、毎年皆様にご協力い
ただいております、赤い羽根共同募
金の助成を受けて実施しております。

平成３０年 １１月１４日

６月１３日 １２月１２日

７月１１日 平成３１年

８月 ８日 １月 ９日

９月１２日 ２月１３日

１０月１０日 ３月１３日

・時間 １３：３０～１６：００
・場所 利根町布川２９６８

利根町民すこやか交流センター
２F 研修室（和室）

・相談員 浅井 和幸 氏
NPO法人アストリンク理事長

（精神保健福祉士）

福祉車両を購入し、平成３０年３月２３日に納車されました。
乗車し易いように助手席が外側に回転したり、さらに車イスを
１台固定できるタイプです。
主に送迎サービス（在宅福祉サービス）で活躍する予定です



平成３０年６月発行（６） 社 協 だ よ り

平成２９年度 利根町社会福祉協議会会員状況報告

◆賛助会費◆
若林 秀子 菊地 一郎 油原 良文 大﨑 道子 三谷 博

笹川 二六 小倉 美代子 長島 康夫 鈴木 重男 田上 幸一

片野 進一郎 薄井 近一 髙橋 澄子 門脇 侃 墨江 俊子

渋江 紀史夫 髙須 久雄 三上 知惠子 田端 克吉 有賀 弘康

西 隆雄 澤 兼四郎 加瀨 彩子 佐藤 正勝 村越 敏子

堀部 勝 横松 當悦 鳥居 士郎 荒木 忠臣 山田 洋子

鎌田 雅之 花島 信義 五十嵐 繁夫 風間 富江 武藤 まさよ

五十嵐 敏子 久永 大三郎 山森 久子 鈴木 法子 小川 四郎

山下 正子 大野 次男 笹 啓子 久保田 繁 山崎 昭三

宮本 忠夫 若月 孝 大野 三枝子 中野 傳功 髙野 美香

杉野 壽一 宮本 トシコ 前田 三枝子 豊島 洋 粂原 礼子

髙橋 和子 植松 和俊 若泉 はつ子 依田 啓子 林 誠一

古谷 正昭 横山 武博 梅原 公子 長田 律子 他 １名

ご協力ありがとうございました

◆特別会員◆ 平成２９年４月１日～ （順不同・敬称略）

円明寺 (株)石のエビハラ 来見寺

(有)原興業 (有)洋光園 利根緑地ゴルフ練習場

ムトウ電設工業(株) (有)とむとむ (有)星保金物店

(有)中山工務店 魚信鮮魚店 肉のながさわ

山中はり灸治療院 カネセ(株) (有)市川石油店

(株)小倉製作所 昭和堂書店 (有)鬼沢商店

JA竜ヶ崎 わかくさ支店 一膳 (有)伊勢平材木店

利根コンクリート工業(株) (有)猪瀬電気 (有)高津屋酒店

大竹重機建設(株) (有)柳屋呉服店 丸愛石油産業(株)

(株)加藤建設 (有)篠塚商事 利根町課長交友会

篠崎建築設計事務所 (株)常陽銀行 利根支店 海鮮うおすぎ

(有)剛軽 (有)利根興産 (有)永井道路

(株)半沢精機製作所 ホームアート(有) 石井産業(有)

(株)オートサービス利根 (株)利根サービスセンター 利根町区長会

(有)野口建設 フローリストカノン 六本木電気工事(有)

(株)キハラ (株)イトウ 利根飯店

(有)利根精機 (有)エビハラ電器 洋菓子の店 クリームハウス

(有)杉山組 (有)利根ショップかねたや 玉庄支店

ユニオンマテリアル(株) (株)ホクサ 星野商店

(株)ジョイフル本田リフォーム利根工場 徳満寺 永田モータース

(株)大越
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平成３０度年利根町社会福祉協議会事業計画

＜基本方針＞
少子・高齢社会の一層の進展や人口減少並びに核家族化等に伴い、家族の形態や福祉を取

り巻く環境も大きく変化しています。また、地域においては一人暮らし高齢者や高齢者のみ
の世帯も増加傾向にあり、社会的孤立や生活困窮など様々な生活課題が複合的に顕在し、深
刻化している状況にあります。
本町においても、高齢化率は４０％を超え、地域で必要とされる支援も多様化し、今後は

ボランティア・住民活動の重要性が一層高まって行くことが予想されます。
こうした状況の中、全国社会福祉協議会では、平成２９年５月に「社協・生活支援活動強

化方針（行動宣言と第２次アクションプラン）」を、１２月には「地域共生社会の実現に向
けた社協の事業・活動の展開に向けて」を取りまとめ、社会福祉協議会（以下「社協」）の
活動の方向性と事業展開について明示されました。
　その柱として「あらゆる生活課題への対応」、「地域のつながりの再構築」等が示されて
おり、これらは地域づくりのための活動を展開してきた社協本来の役割を踏まえた取り組み
の、さらなる推進を図ることを目指したものです。
利根町社協では、平成２８年度を初年度として策定された、第２次利根町地域福祉活動計

画（５ヵ年）に基づき、その基本理念である「住んで良かった利根まちづくり～みんなでつ
くるまち～」の進展のため、町民の皆さまの参加とご協力をいただきながら、行政や関係機
関と連携し諸事業を積極的に進めてまいります。
特に、高齢者等の生活を支える在宅福祉サービスの充実を図るため、協力会員の募集とボ

ランティアの育成に努め、人材の確保を目指すと共に、活動しやすい環境づくりを目指しす。
また、特定相談支援事業や日常生活自立支援事業、地域ケアシステム等の相談援助機能を十
分に発揮し、一人ひとりに寄り添った福祉活動を展開してまいります。

１ 福祉のまちづくりの推進

２ ボランティア活動の推進
３ 相談体制、福祉課題の把握の推進
４ 在宅福祉サービスの推進
５ 事業運営の透明性と経営基盤の強化

～ 重 点 目 標 ～

平成30年度収入・支出予算

繰越金　12,953繰越金　12,953

雑収入　121雑収入　121
受取利息　17受取利息　17

資金貸付事業収入　890資金貸付事業収入　890

共同募金配分金
2,874

共同募金配分金
2,874

受託金　9,971受託金　9,971

事業収入　2.821事業収入　2.821

補助金　26.795補助金　26.795

寄付金　301寄付金　301

会費　4,050会費　4,050 特定相談支援事業
421

特定相談支援事業
421日常生活自立支援事業　526日常生活自立支援事業　526

すこやか交流センター　2,758すこやか交流センター　2,758
社会福祉基金・善意銀行・交通遺児　4,213社会福祉基金・善意銀行・交通遺児　4,213

小口貸付　4,216小口貸付　4,216

生活福祉資金貸付　320生活福祉資金貸付　320

共同募金配分金
（歳末たすけあいの配分等）

3,258

共同募金配分金
（歳末たすけあいの配分等）

3,258

地域ケアシステム
5,479

地域ケアシステム
5,479

在宅福祉サービス
2,725

在宅福祉サービス
2,725

ボランティア活動推進　804ボランティア活動推進　804

地域福祉推進　6,302地域福祉推進　6,302

法人運営
29.771
法人運営
29.771

収　入
（単位：千円）

６０,７９３

支　出
（単位：千円）

６０,７９３
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施設利用の際ぜひご活用ください。

この広報誌は、共同募金配分金により作成されています。

昨年の８月からスタートした障害者サロンは「サロン・たんぽぽ」と名前を改め活動中で
す。参加をご希望の方は事前に利根町社会福祉協議会までお電話でお申し込みください。
※障害者手帳をお持ちの方が対象のサロンとなります。

平成３０年度 「サロン・たんぽぽ」 今後の予定

利根町社会福祉協議会がある「すこやか交流センター」及び「布川地区コミュニ
ティセンター」敷地内にバス停が設置されました！

福祉バス（福ちゃん号） バス停のご案内

停留所名 すこやか交流・布川地区コミュニティ

日程 内容 備考 日程 内容 備考

１１月　１日（木） ミニ運動会練習

　７月 １２月 （ミニ運動会）

　８月　２日（木） カラオケ 　１月１０日（木） 新年会 ※第２木曜日

ハンドベル 　２月　７日（木） 勉強会

１０月　４日（木） 買物（ヨーカドー） 　３月　７日（木） ビバーチェ。みんなで歌おう

在宅福祉サービス
（愛称：まごころサービス）

協力会員

募 集
町内にお住いの皆様が、日常の空いた時間で出来る有償のボランティア活動です。
以下３つのサービスがあります。
詳しくは、０２９７－６８－７７７１までお問い合せ下さい！

送迎 家事援助
サービス

保育
サービス

◆場　 所 ： 利根町民すこやか交流センター
◆時　 間 ： １０：００～１４：００
◆参加費 ： 無料（ただし昼食は弁当持参か実費負担）
◆その他 ： 送迎をご希望の方は申し込みの際にお申し付けください。

ササロン・たんぽぽ　参加者募集

サービス

　６月　７日（木） 折り紙

（青空のつどい）

　９月　６日（木）


