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第１０５号
令和２年１２月発行

この広報誌は、共同募金配分金により作成されています。

介護保険の認定者・
障害手帳所持者に対
して、病院への通院・
入退院時等の送迎を
お手伝いします。

妊産婦や乳幼児・小
学生のいる世帯に対
し、子どもの世話・
保育施設への送迎・
家事等をお手伝いし
ます。

日常生活上援助が必
要な高齢者・障害者
等に対して、食事づ
くり・掃除等をお手
伝いします。

日常の空いた時間を利用して
　　　　　　人助けができます。

在宅福祉サービス在宅福祉サービス
協力会員協力会員 随時募集中です!

　利根町社会福祉協議会では、町内にお住いの高齢の方や、
障害をお持ちの方が安心して生活できるよう、地域の方々が
協力会員として活躍されています‼

送迎 保育家事援助

有償の
 ボランティア
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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」参加者募集

1 目的
　本研修会では、「利根町災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」に基づき、
災害時におけるボランティア活動の支援を図るとともに、災害ボランティアセンター
の設置・運営に関する実践的な訓練を行い、発災時の迅速かつ的確な支援活動に協力
していただける、防災ボランティアリーダーの養成を目的とした研修を行います。

2 主催
社会福祉法人利根町社会福祉協議会／社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

3 日時及び会場
日時	 令和 3年 1月 30日（土）　10:15 ～ 15:15（受付開始 10：00）
会場	 布川地区コミュニティセンター　
	 利根町民すこやか交流センター（利根町社会福祉協議会）

4 募集人数
30 名（先着順）
令和 2年 11月 16日（月）より受付開始

5 参加費
参加費は無料です。

6 参加対象者
◦各関係団体及び町民の方
◦防災ボランティアに関心のある方
◦県社協防災ボランティアに登録できる方（希望者のみ）
◦利根町防災ボランティアに興味のある方

7 参加申し込み方法
　令和3年1月8日（金）までに、電話にて利根町社会福祉協議会にお申込みください。
※定員になり次第締め切ります。

【申し込み先】
利根町社会福祉協議会　
TEL：0297 － 68－ 7771

8 講師
米沢　智秀　氏	 全日本仏教青年会支援の会
	 災害ボランティア活動支援プロジェクト会議　委員
	 茨城県社会福祉協議会防災活動アドバイザー
瀧本　　栄　氏	 茨城県社会福祉協議会防災活動アドバイザー
	 元常総市災害ボランティアセンター長
	 元常総市社会福祉協議会事務局長
丸石製薬株式会社	 感染対策コンシェルジュ
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9 日程
【災害ボランティアセンター設置訓練及び防災ボランティアリーダー養成研修】
会場：利根町民すこやか交流センター（利根町社会福祉協議会）1階
時　刻 項　目 内　容
10:00 受付開始
10:15 開会

センター運営訓練
講評

開講式
災害ボランティアセンター運営訓練
【ボランティア受付班→マッチング班→資材・送り出し班】
などの運営スタッフ・運営ボランティアとして災害ボラン
ティアセンターの流れについて行います。

12:00 昼食
【災害ボランティアセンター運営訓練を終えて、講義】
会場：布川地区コミュニティセンター　3階
時　刻 項　目 内　容
13:00 講義① 「災害ボランティアセンター運営の実際」

茨城県社会福祉協議会防災活動アドバイザー
元常総市災害ボランティアセンター長
元常総市社会福祉協議会事務局長
　瀧本　栄　氏

13:30 講義② 「災害ボランティアセンターを通じた地域のつながり」
全日本仏教青年会支援の会
災害ボランティア活動支援プロジェクト会議　委員
茨城県社会福祉協議会防災活動アドバイザー
　米沢　智秀　氏

14:30 講義③ 「正しい消毒の仕方」
　丸石製薬株式会社　感染対策コンシェルジュ

15:15 閉会 閉講式
10 その他
・研修中は、マスクの着用をお願いいたします。
・当日は、訓練も行いますので、活動できる服装等で参加をお願いいたします。
・訓練は室内で行いますので、室内履きをご持参ください。
・昼食は各自御用意ください。
・	午前中は、貴重品以外のお荷物を利根町民すこやか交流センター 2階「研修室」を
ご利用ください。また、昼食場所としてもご活用ください。
・研修を修了した方は、「茨城県防災ボランティアリーダー」に登録ができます。
・主催者において、参加者を対象としたボランティア行事用保険に加入します。
・参加申込書に記載された個人情報は、本研修の運営目的にのみ使用いたします。
　（参加者名簿に、氏名等を掲載させていただきます）
・新型コロナウイルス感染症の状況によって中止することもございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業中止のお知らせ
未だ新型コロナウイルス感染の影響について完全に払拭された状況にないことか
ら、令和２年度の下記事業を中止することといたしました。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。
＜中止事業＞
・一人暮らし高齢者対象（お楽しみ会・日帰り旅行）
・福祉映画会　・障がい者ミニ運動会
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高齢者買い物支援事業「ときめき★おでかけ隊」

第７０回茨城県社会福祉大会

　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、毎月行っています。当日
は自宅から店舗までの送迎を行います。利用には事前登録が必要となりますので、社会
福祉協議会（68－7771）までお問い合わせください。
【新型コロナへの感染対策について】
　新型コロナへの感染対策として、①参加定員の縮小、②車内での換気、③車内の消毒
作業や手指消毒を行います。また、参加される皆さまには、マスクの着用や検温、風邪
症状の確認などにご協力をお願いいたします。
【定　員】　７名（車内での密接回避のため従来の12名から縮小）
【その他】　	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】令和３年１月～３月

実施日 申込受付開始日 行き先など

　１月２８日 (木 ) １月４日 (月 ) ～ ・ファッション市場サンキ龍ヶ岡店(衣料品)
・カワチ薬品竜ヶ崎店（ドラックストア） 龍ケ崎市

　２月２５日 (木 ) ２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

※３月１８日 (木 )
　３月２５日 (木 ) ３月１日 (月 ) ～

・ジョイフル本田千葉ニュータウン店
（ホームセンター）印 西 市

◎原則毎月第4木曜日実施（※6・9・12・3月は第3・4木曜日実施）
◎4月以降の行き先は「社協だより」(3月発行)などで随時お知らせいたします。

　第７０回茨城県社会福祉大会につきまして、令和２年１０月９日（金）に予定してお
りましたが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、開催が中止となりました。
　「茨城県社会福祉大会」は多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方々に感謝の
意を表す大会であり、利根町からは次の方々が表彰を受けられました。
県社協会長表彰

氏名・団体 備考

川上　美代子 文間保育園

山中　渉 文間保育園

杉山　典子 東文間保育園

ティーサロン四季の丘 ボランティア（団体）

しらさぎサロン ボランティア（団体）

市村　捷二 心配ごと相談員
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日常生活自立支援事業のご案内
　地域で福祉サービスを利用しながら安心して暮らせるお手伝いをします。
　判断能力が十分でないため、ご自分で福祉サービスの利用の手続きを行うことの困難
な方々が、地域で安心して生活できるように福祉サービス利用の相談・手続きを援助し
ます。

サービスを利用できる方
●認知症や物忘れのある高齢者
●知的障害のある方
●精神障害のある方
などで、ご自分で福祉サービスを利用したり、お金の出し入れなどをするのに不安の
ある方です。
お手伝いの内容

１．福祉サービスの利用のお手伝い
■福祉サービスを利用したり、やめる手続き
■福祉サービス利用料の支払
■福祉サービスについての苦情解決制度の利用手続き

２．日常的なお金の出し入れのお手伝い
■年金や福祉手当の受取に必要な手続き
■医療費の支払
■税金や社会保険料・公共料金の支払
■支払いに必要な預貯金の払い戻しや解約、預け入れの手続き

３．大切な書類のお預かり
銀行等の貸金庫を利用して、年金証書、通帳、権利証、契約書類、
保険証書、実印、銀行印等を安全にお預かりします。

利用料
サービス利用料１回（１時間程度）	 １，１００円
書類の預かり（１ヶ月）	 ５００円

利用手続
利根町社会福祉協議会までお気軽にご相談下さい。

新生児祝品贈呈
　利根町社会福祉協議会では、お子様の誕生をお祝いして保健福祉セ
ンターで行われる３～４か月健診時にベビータオルを差し上げており
ます。
　本年度は、３０名（１０月時点）の新生児に贈呈しております。健
診にお越しの際は、ぜひお持ち帰りになってご活用ください。

◎生活支援員の募集について
　認知症や物忘れのある高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方等で判断能力
の不十分な方が、地域で自立した生活を送れるよう、日常の金銭管理や福祉サービス
利用のお手伝いをする生活支援員を募集しています。
　詳細は利根町社会福祉協議会（68-7771）までお問い合わせください。
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介護用品支給事業のお知らせ

入れ歯回収事業のご案内

リ・スタートＯＢ連絡会グラウンドゴルフ大会開催

　令和２年度第２回目のお届けは２月下旬頃を予定しております。新たに介護保険にて
要介護３・４・５に認定され、在宅で介護を受けており、介護用品（紙おむつ）の支給
を希望される方は印鑑をご持参のうえ社会福祉協議会にてお申し込みください。
　また、第１回目に支給を受けた方で支給品の変更を希望される方はお電
話にて受付しておりますのでお問い合わせください。

■申込締切
　令和３年１月１５日（金）
　※令和２年７月に支給を受けた方の申込は不要です。

　作り変え等で不要になった「入れ歯（金属のついたものに限る）」の回収を行ってお
ります。不要な入れ歯がありましたら、下記記載の場所に回収箱を設置しておりますの
で、お近くにお越しの際に入れ歯の投入をお願いします。
　回収した入れ歯は、入れ歯についている貴金属を売却し、益金は利根町社会福祉協議
会の事業に役立てられます。
【回収箱設置】
・利根町国保診療所（羽中２２０）
・利根町保健福祉センター（下曽根２２１－１）
・利根町民すこやか交流センター（布川２９６８）

【投入時の注意点】
①	入れ歯は熱湯消毒か入れ歯洗浄剤で洗浄してください。
②	ビニール袋に入れて回収箱へ投入してください。
③	回収できる入れ歯は金属の使われているものに限らせていただきます。

　社会福祉協議会が開催した「リ・スタ―ト講座」を修了したメンバーでつくる“リ・
スタートＯＢ連絡会”主催のグラウンドゴルフ大会が10月22日（木）、利根浄化セン
ターを会場に行われました。
　コロナ禍により顔を合わせる機会が減ってしまった皆さんでしたが、久しぶりの再会
とあって笑顔あふれる元気なプレーをみせていました。
　地域で様々な活動に取り組んでいる講座修了生の皆さん。これからの活動への励みに
なったのではないでしょうか。
【リ・スタート講座修了生の主な活動】
◦ふれあいサロン健康麻雀の集い　・大平野生植物園の復元作業　・鎌倉街道の整備
・ふれあいサロン歌声喫茶カンナ（コロナ禍の為休止中）　・福祉施設慰問　など
　興味や関心のある活動がありましたら、皆さんもぜひ一度参加
してみてはいかがでしょうか。運営に協力いただける方も募集し
ております。
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こんなお悩みを抱えていませんか？
生活や仕事のことでお困りの方へ（生活困窮者自立支援制度相談窓口）

　生活や仕事に心配ごとがあったら、　生活や仕事に心配ごとがあったら、
まずはご相談ください。ご家族などまずはご相談ください。ご家族など
周りの方からの相談もお受けします。周りの方からの相談もお受けします。

働けるか働けるか
自信がない自信がない

借金の返済が借金の返済が
苦しい苦しい

家計を家計を
見直したい見直したい 家賃が払えなく家賃が払えなく

なりそうなりそう
生活や仕事が生活や仕事が
心配…心配…

家族のことで家族のことで
相談したい相談したい

〇窓口開設時間　毎週月～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日及び１２／２９～１／３を除く）

　ひきこもり・不登校・ニートに関する相談及び、当事者やその家族が気軽に訪れるこ
とができる居場所（ホッ･とね広場）も開催しております！
①精神保健福祉士による相談 （個別相談）
②ホッ･とね広場（コミュニケーション広場）

※開催日程は下の通りです。
・時　間：①１０：００～１１：５０　②１３：３０～１６：００
・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）
令和2年度予定表（毎月第2水曜日）

令和2年 12月  9日 令和3年   1月13日   2月10日   3月10日
③ひきこもり相談窓口
当会では、ひきこもり相談の窓口を下記の通り開設しております。
・受付時間　毎週月～金　8:30～17:15(祝日及び12/29～1/3を除く）
・相談内容　	ひきこもりに関するご本人やご家族などからの相談
・備　　考　	相談内容に応じて、専門機関などをご紹介します。

☆一人で悩まず、気軽にお問合せ下さい☆

～ひきこもり対策推進事業のお知らせ～

災 害 義 援 金 に つ い て 寄 付 金 報 告
　災害により犠牲になられたかたがたへお悔
み申し上げますとともに、被災者のみなさまへ
心よりお見舞い申し上げます。
　利根町共同募金委員会では、災害で被災さ
れた方々を支援するため、義援金
を受け付けております。
　皆様の温かいご支援をよろしく
お願いいたします。

令和２年８月１日～11月10日（敬称略）
【社協事業】

ご芳名 金額（円）
故 関口喜一様御親族 200,000

匿名３件   61,305
みなさまのあたたかいご協力に対し
まして、心からお礼申し上げます。
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　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 ●

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

ご自宅に余らせてる食品はありませんか？
☆き ず な BOX に つ い て ☆

社会福祉協議会では、NPO法人フードバンク茨城と連携し、皆様から
いただいた食品を支援が必要な方にお渡しする活動を行っております。利
根町役場エレベーターホールに設置した「きずなBOX」には皆様からの
あたたかいご支援をいただきました。引き続き皆様からのご支援お待ちし
ております。

【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。
☆	お寄せいただいた食品は支援が必要な方へ
お配りしております。ご希望の方はお気軽
にお問合せください。

お問合せ先
利根町社会福祉協議会
TEL：６８－７７７１

この広報誌は、共同募金配分金により作成されています。


