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　新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や失業された世帯に対し、生活福
祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）の特例貸付を実施しております。

緊急小口資金 総合支援資金

対 象 者

新型コロナウイルスの影響を受
け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持の
ための貸付を必要とする世帯

新型コロナウイルスの影響を受
け、収入の減少や失業等により生
活に困窮し、日常生活の維持が困
難となっている世帯

貸付上限額 20万円以内
（二人以上）月20万円以内
（ 単 　身 ）月15万円以内
　貸付期間：原則3月以内

据置期間 １年以内 　１年以内

償還期限 ２年以内 １０年以内

貸付利子
保 証 人

無利子・不要 無利子・不要

申 込 先
市町村社会福祉協議会 

又は中央労働金庫
市町村社会福祉協議会

申込方法

①中央労働金庫の指定する宛先に
郵送 
[お問合せフリーダイヤル] 
0120－225－755

 （平日9時～17時）
②お住まいの市町村社会福祉協議

会に申込書類を郵送または持参
（原則郵送）

①お住まいの市町村社会福祉協議
会に申込書を郵送又は持参

　（原則郵送） 

※中央労働金庫では総合支援資金
の受付はいたしません。

申込書類
・

様式

社会福祉協議会のホームページからダウンロードいただくか、窓口で配
布いたします。中央労働金庫では申込書類を郵送で配布いたします。な
お、総合支援資金においては、中央労働金庫での配布はございません。

詳しくは利根町（又は茨城県）社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金の特例貸付のお知らせ
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身体障害者の日帰り旅行（青空のつどい）
開催延期のお知らせ

高齢者買い物支援事業「ときめき★おでかけ隊」

　身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、毎年６月号の社協だよりで参加者を募り、
７月に実施しているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催
を延期することといたしました。
　新たな日程については改めて社協だより等でお知らせさせていただきます。楽し
みにされていた皆さま方におかれましては、心よりお詫び申し上げます。
　何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 この事業は、日頃買い物に不便を感じている一人暮らし高齢者の方などを対象に、生
活必需品（特に衣料品や日用雑貨等）の購入を支援するため、毎月 1 ～ 2 回実施いたし
ます（令和 2 年度より実施回数拡大）。

【令和 2 年６月から９月の事業実施について】
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今年度の事業実施を見合わせていたところ
ですが、下記のとおり参加者の安全確保を図りながら事業を再開いたします。なお、実
施を見合わせていた 4 月・5 月分については、7 月・8 月に振り替えて実施いたします。

【定　員】　７名（安全確保のため参加人数を従来の 12 名から縮小）
【その他】・参加される際は、検温や風邪症状の確認など体調管理にご留意ください
　　　　・「3 密」を回避するため、車内ではこまめな換気や身体的距離の確保等を行います
　　　　・感染の発生状況を踏まえて、予定を変更することがありますのでご了承ください

【行き先等】（6 月～ 9 月）※すでにお知らせしている内容から一部変更しております
実　施　日 申込受付開始日 行　先　な　ど

６月１８日（木）
６月２５日（木）６月１日（月）～ ・イトーヨーカドー竜ヶ崎店 

　　　／ ショッピングセンター サプラ 龍ケ崎市

７月１６日（木）
７月３０日（木）７月１日（水）～ ・ファッションセンターしまむら取手東店 (衣料品) 

・ミスターマックス取手店 (ディスカウントストア) 取 手 市

８月２０日（木）
８月２７日（木）８月３日（月）～ ・ファッション市場サンキ龍ヶ岡店 (衣料品) 

・セリア龍ヶ崎店（100円ショップ） 龍ケ崎市

９月１７日（木）
９月２４日（木）９月１日（火）～ ・イトーヨーカドー竜ヶ崎店

　　　／ ショッピングセンター サプラ 龍ケ崎市

※10月以降の行き先は「社協だより」(9月発行)などで随時お知らせいたします。

お楽しみ会開催について
　７０歳以上の一人暮らしの高齢者を対象に、各地区で年１回開催しております。
毎年７月・１２月・３月（予定）に実施しているところですが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の為、７月の開催を延期することといたします。なお、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の終息状況により開催を中止させて頂くこともありますの
で、ご了承ください。
　ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
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手作りマスク作成しました！

結婚５０周年（金婚式）を迎えられた方へ

　新型コロナウイルス感染症の脅威が拡大する中“こんな時だからこそ、利根町社
会福祉協議会で少しでも何かできる事は無いのか”と考え、ボランティアを募り、
町内の保育園・幼稚園・介護施設に手作りマスク５９２枚を無償で配布いたしまし
た。材料不足の中、ガーゼで足りない部分はさらしを代用、マスクゴムが足りない
部分はストッキングを代用しました。
　作成にあたっては、多くの町民の皆様、町内の企業の方、利根町役場職員の皆様
にボランティアとしてご協力をいただきありがとうございました。
　引き続き地域の皆様に必要とされる社会福祉協議会を目指してまいりたいと思っ
ております。

　利根町社会福祉協議会では、今年御結婚５０周年を迎えられたご
夫妻にお祝いを致します。昭和４５年１月１日～１２月３１日に婚
姻届けを提出されたご夫妻は社会福祉協議会までご連絡ください。
　式典は、１０月以降を予定しておりますが、参加人数や新型コロ
ナウイルス感染症の状況によって、式典は行わず記念品をお届けす
る形でお祝いをさせていただきます。

　植物園のやまゆり祭りを今年も行います。園では１, ０００株近いやまゆり
が皆様のお越しをお待ちしております。

開　催　日　令和２年７月４日 ( 土 ) ～７月１２日 ( 日 )
開催時間　午前９時～午後４時
開催場所　利根町大平４６６
そ　の　他　自然の山を利用しておりますので足もとが

悪いため、運動靴などでお越しください。
駐車場は１０台ほど止めることが出来ます。

主　　催　大平野生植物園
 　　　　　　リ・スタート　６期 「チェンジ・６」／９期 「利根Ｑ」
問　合　せ　（倉本）電話  ０２９７－６８－８４５８ ／ ０８０－３１７４－８４５８

第８回やまゆり祭り　～大平野生植物園～
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♪ 調理・配達ボランティアの募集 ♪
～ふれあい配食サービス～

～募集内容～
　ふれあい配食サービス
にご協力いただける
①調理ボランティア
②配達ボランティア
を募集しております。
　活動は月２回（第１・
第３水曜日）です。調理
ボランティア・配達ボラ
ンティアにご協力頂ける
方は、ご連絡下さい。

（☎６８－７７７１）
※第１・第３水曜日が祝日

の場合は第２水曜日に
変更になります。

☆安心して暮らせるまちづくり

〇在宅福祉サービスは…
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。

協力会員

詳細は６８－７７７１までお問い合せ下さい。

利用会員も募集しております。

保 育
　サービス

家事援助
　サービス

送 迎
　サービス

募集中
在宅福祉サービス
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＜基本方針＞
　今日、地域を取り巻く状況は、少子高齢化や人口減少が進み、高齢者の一人暮らしや
高齢者世帯の増加、複合的な要因から陥る生活困窮など、様々な福祉・生活課題が浮き
彫りとなっております。
　このような社会構造や人々の暮らしの変化を踏まえ、国においては、制度や分野ごと
の縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域の多様な主体がつながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、そして地域をともに創っていくことを目指した
「地域共生社会」の実現を提唱しております。
　本会におきましても、令和２年度は第２次地域福祉活動計画の最終年度にあたること
から、計画に基づく事業の進捗状況の精査と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、行政計画である利根町地域福祉計
画との整合性を保ちながら次期地域福祉活動計画（第３次）の策定を進めてまいります。
　また、事業運営の透明性と財政基盤の強化に取り組むため、既存事業の見直しを図
り、住民の福祉ニーズの把握に努めながら、真に必要とされる社協活動の実践を目指し
てまいります。

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

【社協事業】
ご　芳　名 金額（円）

ボランティア９８ 1,263
匿　　　名 10,000
匿　　　名 14,621

【善意銀行】
ご　芳　名 金額（円）

利根町踊り子号の会 1,513
匿　　　名 経腸栄養剤

令和２年２月１日～４月３０日（敬称略）

令和２度年利根町社会福祉協議会事業計画

寄　付　金　報　告

会費 4,000

収入
63,534

寄付金 301

補助金
29,318

事業収入 3,625

受託金 11,694

共同募金配分金
2,939

受取利息 17
雑収入 361

繰越金 11,279

法人運営
32,712

地域福祉推進 5,986
ボランティア活動推進

654

在宅福祉サービス
2,969

地域ケアシステム
6,195

共同募金配分金
（歳末たすけあいの配分等）

3,424

生活福祉資金貸付
320

小口貸付
3,251

社会福祉基金・善意銀行・交通遺児
3,998

すこやか交流センター
2,842

日常生活自立支援事業
796

特定相談支援事業
387

支出
63,534

令和２年度収入・支出

（単位：千円）
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◆特別会費 （順不同・敬称略）

利根町区長会 永田モータース 株式会社石のエビハラ
石井産業有限会社 ホームアート有限会社 円明寺
海鮮うおすぎ 有限会社利根興産 株式会社ジョイフル本田リフォーム　利根工場
利根町課長交友会 服部内科医院 ユニオンマテリアル株式会社
有限会社篠塚商事 太子堂歯科医院 株式会社加藤建設
協和ガーデンクリニック 利根飯店 有限会社杉山組
利根緑地ゴルフ練習場 株式会社利根サービスセンター 有限会社利根精機
来見寺 株式会社ホクサ 株式会社大越
星野商店 有限会社猪瀬電気 有限会社野口建設
徳満寺 有限会社利根ショップかねたや 株式会社キハラ
丸愛石油産業株式会社 有限会社エビハラ電器 株式会社オートサービス利根
有限会社高津屋酒店 フローリストカノン 株式会社半沢精機製作所
有限会社伊勢平材木店 杉山歯科医院 有限会社とむとむ
株式会社常陽銀行利根支店 山中医院 JA 水郷つくば　わかくさ支店
有限会社鬼沢商店 有限会社原興業 有限会社中山工務店
玉庄支店 有限会社剛軽 山中はり灸治療院
有限会社市川石油店 六本木電気工事有限会社 有限会社永井道路
肉のながさわ ムトウ電設工業株式会社 利根コンクリート工業株式会社
洋菓子の店　クリームハウス 鈴木内科医院 大竹重機建設株式会社
有限会社柳屋呉服店 有限会社松美企画（一膳） 株式会社小倉製作所
有限会社星保金物店 魚信鮮魚店
株式会社イトウ 篠崎建築設計事務所

◆賛助会費 （順不同・敬称略）

若林　秀子 菊地　一郎 長島　康夫 野村　圭子 三谷　　博
笹川　二六 石塚　　梢 斉藤　　孝 門脇　　侃 田上　幸一
片野進一郎 古谷　正昭 加瀨　彩子 田端　克吉 三輪　照子
西　　隆雄 杉山　　操 中野　久雄 佐藤　正勝 有賀　弘康
菊池　英夫 藤田　　実 五十嵐繁夫 荒木　忠臣 村越　敏子
糸川　正勝 久永大三郎 芝崎　輝雄 風間　富江 山口　裕子
武谷　　浩 林　　誠一 山森　久子 鈴木　法子 伊原　靜枝
渋江紀史夫 大野　次男 蜂谷　佳子 窪　　俊和 山本　康雄
澤　兼四郎 久保　　脩 坂本　廣子 中野　傳功 山崎　昭三
宮本　忠夫 安田喜世史 前田三枝子 白井　武男 髙野　美香
杉野　壽一 植松　和俊 藤代　篤則 依田　啓子 粂原　礼子
小倉美代子 白石　安記 岩戸　君子 渡辺　陽子
髙橋　和子 油原　良文 大﨑　道子 長田　律子

ご協力頂きまして、誠にありがとうございました。
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この広報誌は、共同募金配分金により作成されています。

　利根町役場のエレベーターホールに「きずなＢＯＸ」を設置しました！
　「きずなＢＯＸ」とは、一般の方が気軽に食品を寄付できるよう公共施設
等に設置する食品寄付 BOX です。社会的支援を必要とする人たちへの食の
支援をおこなっている「ＮＰＯ法人フードバンク茨城」への協力として設置
しました。余分にある食品を提供いただくことにより、生活に困っているか
たをサポートすることに繋がります。
　ご自宅にある食品を「きずなＢＯＸ」に寄付してみませんか？

【寄付するときの留意点】
＊食品は未開封で賞味期間が 2 ヶ月以上残っている

ものをお願いします。

＊要冷蔵、冷凍品、野菜・果物のような生鮮食品、割
れやすい容器の食品はお受けできません。

＊お米 ( 精米、玄米 ) を寄付する時は事前に害虫等の
発生等のないことをご確認ください。

　　　　　お問合せ先　利根町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　TEL：６８－７７７１

　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。

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）

心　配　ご　と　相　談

き ず な ＢＯＸ に つ い て

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…

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


