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満開の桜のトンネルを堪能！満開の桜のトンネルを堪能！

利根町老人クラブ連合会利根町老人クラブ連合会

「さくらづつみを歩こう会」「さくらづつみを歩こう会」

を開催を開催

詳細は 2 ページをご覧下さい。詳細は 2 ページをご覧下さい。
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　令和４年度より利根町老人クラブ連合会の事務局は、利根町役場福祉課から利根
町社会福祉協議会へ移管となりました。今後は、利根町社会福祉協議会において利
根町老人クラブ連合会の運営を行いますので、よろしくお願い致します。

～ 大 切 な お 知 ら せ ～

　令和４年４月２日（土）利根町老人クラブ連合会主催による「さくらづつみを歩こう会」
を盛大に開催しました。
　当日は、春らしい麗らかな陽気の中、利根町役場から利根川河川敷の「利根川桜づつみ」
のコースを散歩しました。「利根川桜づつみ」にある１８２本のソメイヨシノは満開、好
天にも恵まれ絶好の花見日和となったこの日、総勢１５８名の参加がありました。
　２年余りのコロナ禍により、老人クラブで集まる機会が減ってしまった昨今、久しぶ
りに再会した仲間たちとの話は尽きることなく、大いに賑わった日となりました。

　利根町老人クラブ連合会では、誰もが楽しめるイベントや様々な活動を開催し、老人
クラブ会員皆様の充実したシニアライフをサポートしております！
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サロン・たんぽぽ＆オレンジカフェ開催のご案内
障害者手帳をお持ちの方や認知症の方と家族を応援する場として、毎月第一木曜日に開催
します。どなたでも参加できますのでお気軽にお越しください。
■日　時：毎月第一木曜日　午前１０時～１１時３０分
　※新型コロナウイルス対策として時間を短縮しての開催
■場　所：利根町社会福祉協議会
■申　込：不要　　■参加費：無料　
福祉バスの停留所は「すこやか交流・布川地区コミュニティ」になります。
新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合もございますのでご了承ください。
問い合わせ先　利根町社会福祉協議会　☎６８－７７７１

■対象者：町内在住で障害者手帳をお持ちの方
■期　日：令和４年７月７日（木）	 ■行　先：銚子方面
■参加費：１，０００円 /人	 ■申込方法：お電話にて申し込みください
■申込締切：令和４年６月２４日（金）
※当日はバスで移動します。
　集合場所等の詳細については、申込締切後にお知らせいたします。
　新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合もございますのでご了承ください。

高齢者買い物支援事業「ときめき★おでかけ隊」
　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４年7月～9月

◎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）
◎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。

実施日 申込受付開始日 行き先など
７月２８日 (木 ) ７月１日 (金 ) ～ ・ジョイフル本田千葉ニュータウン店 印 西 市

８月２５日 (木 ) ８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

９月１５日 (木 )
９月２２日 (木 ) ９月１日 (木 ) ～ ・イオンモール千葉ニュータウン店 印 西 市

障がい者の日帰り旅行のお知らせ（青空のつどい）
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世代間交流事業助成のお知らせ

令和４年度ボランティアサークル強化助成金募集要項

◆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。

◆対象となる事業
新型コロナウイルス感染症の予防対策を実施したうえで、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、令和５年３月３１日までに実施される事業。

◆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

◆助成金額
助成総額１５万円（１団体あたり上限５万円）

◆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。

◆申請受付期間
令和４年６月６日（月）～令和４年６月３０日（木）まで

◆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う。

◆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過去３年以内に強化助成金の助成を受けていないこと
④社協事業に協力できる団体
⑤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。

◆助成金額	 助成総額　１５万円
	 １団体あたり５万円を上限とする。
◆応募方法　助成金申請書に必要事項を記入し、事務局に提出して下さい。その他、必要

に応じて事業計画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。
※申請書類は事務局にてお受け取りください。

◆応募期間	 令和４年６月１日 (水 ) から令和４年６月３０日（木）まで
◆事業報告	 助成金を受けた団体は、事業終了後に事業報告書の提出をお願いいたします。
◆問合せ・提出先

社会福祉法人利根町社会福祉協議会
〒 300-1622	利根町布川２９６８（利根町民すこやか交流センター内）
電　話	６８－７７７１　ＦＡＸ	６８－８０７２
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ご自宅に余らせてる食品はありませんか？
～「きずな BOX」へのご協力お待ちしております～

～　大平野生植物園第１０回ヤマユリ祭り　～

☆金婚式をお迎えのご夫妻は社協までご連絡ください☆

　今年結婚５０周年を迎えられたご夫妻をお祝い致します。昭和４７年１月１日～１２
月３１日に婚姻届けを出されたご夫妻は、利根町社会福祉協議会までご連絡ください。
　なお、式典は行わず記念品等をお渡しする形でお祝いをさせてただきますのでご了承
ください。

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。

　植物園のヤマユリ祭りを今年も行います。園では１,
０００株近いヤマユリの花が皆様のお越しをお待ちし
ております。

開 催 日　令和４年７月２日 (土 ) ～７月１１日 (月 )
開催時間　午前９時～午後４時
開催場所　利根町大平４２４　
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１５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　０８０－３１７４－８４５８　
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寄 付 金 報 告

【善意銀行】
ご芳名 金額（円）
常陽

ボランティア倶楽部 未使用タオル150本

池上　秀明 30,000
（指定寄付）交通遺児見舞金

匿名　１件 2,838

【社協事業】
ご芳名 金額（円）
利根町

フォークダンスクラブ 5,085

匿名　３件 1,060,000

令和４年度利根町社会福祉協議会事業計画
＜基本方針＞
　急速な少子・高齢化の進行や人口減少とともに、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化
するなかで、個人や世帯が抱える生活課題や生きづらさは複雑化・多様化し、これまでのよう
に対象者や分野別の福祉制度では十分に対応することができない課題も現れてきています。
　また、相談支援や在宅福祉サービスの現場においては、8050 世帯やダブルケア、ヤングケ
アラーの問題のように、制度の狭間に陥っていたり、複合的な課題を抱えるなどして、単独の
相談支援機関では対応が難しい事例が、以前にも増して広がっております。
　こうした状況を踏まえ、国においては、市町村において包括的支援体制の構築を推進するた
め、令和 2年の社会福祉法改正により「重層的支援体制整備事業」を創設しています。これは、
複雑・複合化した課題に対する支援を重層的・包括的に提供することを目指したものであり、
社会福祉協議会においては、多機関協働の一端として中心的な役割が求められているともいえ
ます。
　このようななか、本会といたしましては、令和３年度を初年度として策定された第３次地域
福祉活動計画を推進の柱としながらも、コロナ禍による感染状況を踏まえた創意工夫と行政や
関係機関との多職種連携・多機関協働による取り組みを一層進め、問題解決とつながりを絶や
さないアプローチの視点を持ち、事業を展開してまいります。
　さらには、あらゆる生活課題への対応と地域のつながりの再構築を進めるため、日常生活自
立支援、障害者相談支援、あるいは生活困窮者への自立支援など、既存の相談支援体制の充実
を図り、生活全体を捉えた包括的な支援に努めてまいります。

重点目標　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

令和４年度収入・支出予算

（単位：千円）

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。

令和４年２月１日～令和４年４月２８日（敬称略）
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令和３年度　利根町社会福祉協議会会員状況報告

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

ご協力頂きまして、誠にありがとうございました。

◆賛助会費◆	 （順不同・敬称略）

◆特別会費	 （順不同・敬称略）

若　林　秀　子 古　谷　正　昭 鈴　木　法　子 伊　原　靜　枝 加　川　恵美子
齋　藤　晃　一 杉　山　　　操 窪　　　俊　和 山　本　康　雄 加　瀬　彩　子
笹　川　二　六 門　松　伊都子 中　野　傳　功 山　崎　昭　三 中　野　久　雄
片　野　進一郎 平　野　信　子 白　井　武　男 髙　野　美　香 五十嵐　繁　夫
石　谷　　　明 藤　代　篤　則 依　田　啓　子 粂　原　礼　子 芝　崎　輝　雄
三　上　正　芳 岩　戸　君　子 渡　辺　陽　子 大　野　次　男 山　森　久　子
笹　本　利　治 大　﨑　道　子 長　田　律　子 久　保　　　脩 蜂　谷　佳　子
宮　本　忠　夫 野　村　圭　子 三　谷　　　博 安　田　喜世史 坂　本　廣　子
杉　野　壽　一 門　脇　　　侃 田　上　幸　一 植　松　和　俊 前　田　三枝子
小　倉　美代子 田　端　克　吉 三　輪　照　子 白　石　安　記 林　　　誠　一
髙　橋　和　子 佐　藤　正　勝 有　賀　弘　康 油　原　良　文
菊　地　一　郎 荒　木　忠　臣 村　越　敏　子 長　島　康　夫
石　塚　　　梢 風　間　富　江 山　口　裕　子 斉　藤　　　孝



社 協 だ よ り（8） 令和４年６月号

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 ●

　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。

☆個別相談（精神保健福祉士による相談）
☆コミュニケーション広場（ホッ・とね広場）

◆時　間：個別相談１０：００～１１：５０（予約制）
　　　　　コミュニケーション広場１３：３０～１６：００（予約不要）
◆場　所：利根町布川２９６８　２階研修室（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４年度の予定＞

６月８日 ７月13日 ８月10日 ９月14日 10月12日

11月９日 12月14日 １月11日 ２月８日 ３月８日

　また、当会ではひきこもり相談窓口を下記のとお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。

ひきこもり対策推進事業のお知らせ
「一人で悩まず、気軽にお問い合わせください」

相談日 相談員（敬称略）
第１月曜日 中野　傳功　　安田喜世史
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　　行政相談員
第４月曜日 武藤　とく　　安田喜世史
第５月曜日 平野　信子　　有賀　弘康

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・・・


