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　毎回、買い物に不便を感じているご高齢の皆さまに好
評をいただいております買い物バスツアーは、今年の12
月で各地区催行100回目を迎えます。平成22年の夏か
ら始った高齢者買い物支援ですが、8年変わらず需要が
ありましたのは、やはり自分の眼で見て買い物がしたい
という思いと、バスの中での交流をとおしての介護予防・
認知症予防・引きこもり予防をご自分たちも意識してい
るところが大きいと思 います。ココロはずむ楽しいお買
い物ツアーをぜひご利用ください。※関連記事７ページ
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送迎があるので重い物も
安心して買えます

お買い物バスツアー（生きがい外出サポート事業）

今日もたくさんお買い物 みんなで買えば楽しい～♪
社協「木もれ陽」
ランチをご堪能

知らなかった人ともなかよしに！なる

ウェルカムボード
でお出迎えして

もらえました★
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平成29年度 収入支出決算

初初

　本会では、住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らすための取り組みのひとつとして、福祉員の
配置を行っており、６月３日に福祉員研修会を行いました。
　福祉員活動は、身近な地域における住民の生活・福祉課題（困りごと）について見守り活動や声かけ、
相談対応しながら早期発見する “地域のアンテナ役” です。
　また、民生委員児童委員・主任児童委員や社協等の関係者・専門職と連携しながら近隣住民に働きかけ、
一緒になって発見した生活・福祉課題（困りごと）の解決に向けて取
り組んでいただく地域のボランティアです。
　今回の研修会では、本会の伊能会長から、367 名の福祉員さんに委
嘱状の交付を行ったのち、福祉員活動の内容や本会が行っているサー
ビスの研修、地域課題の発見や解決のための取り組みのヒントとして

“グループワーク”を行いました。
　今後は、地域の生活・福祉課題を解決できるよう、地域住民（福祉
員等）からの声を聴き、解決に向けて福祉員が活動しやすくなるよう
な支援をするとともに、専門・関係機関等との橋渡しを行ってまいり
ます。

福 祉 員 研 修 報 告

福祉員活動の説明

委嘱状交付

グループワーク発表グループワーク

＜収入の部（単位：円）＞ ＜支出の部（単位：円）＞
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額

会費収入 11,093,100 人件費支出 297,602,219 
寄附金収入 769,340 事業費支出 72,886,062 
経常経費補助金収入 106,335,345 事務費支出 61,055,032 
受託金収入 96,216,333 売上原価支出 6,019,673 
貸付事業収入 196,602 貸付事業支出 31,102 
事業収入 100,437,160 助成金支出 4,655,775 
負担金収入 125,430 負担金支出 210,248 
介護保険事業収入 109,816,134 その他の支出 3,969,009 
障害福祉サービス等事業収入 10,838,464 固定資産取得支出 618,818 
受取利息配当金収入 27,126 積立資産支出 10,249,550 
その他の収入 5,004,526 その他の活動による支出 10,621,200 
積立資産取崩収入 10,074,297 当期末支払資金残高 101,572,937 
その他の活動による収入 17,433,980 合　　計 569,491,625 
前期末支払資金残高 101,123,788 

合　　計 569,491,625 
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合計6件　76,760円
●5,000円
　目黒
●40,000円
　水戸ヤクルト販売㈱
●22,000円
　スイートピー
●9,760円
　匿名　　　　　　　　　　　3件

寄 付 金

●アルミ缶
　夛田　由美
　おみたまクッキング倶楽部
　みつばちサロン
　リスクサポート　狩谷　等
　高梨　芳郎
　グループホームたまり
　内田　昭子
　上合はつらつ会　　　　　　2回
　中根老人会
　上吉影お茶飲み会　　　　　2回
　津田瓦店　　　　　　　　　2回
　田口　君子
　㈲大形屋商店　　　　　　　2回
　前原区　　　　　　　　　　4回
　小川ニュータウン区　　　　6回
　塙　昭吉
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　川戸老人会
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　押手　正雄
　手話サークルストケシア
　コナン精工㈱
　坂上老人クラブ
　飯田　勝夫
　佐藤　憲喜　　　　　　　　2回
　㈱恵グループ
　長谷川　和子
　猪野　泰司
　千葉　高之
　山川老人クラブ
　長谷川　恵喜
　佐川　文子
　飯前老人クラブ
　南農産運輸㈲
　羽木上老人会
　小美玉市役所玉里総合支所　2回
　押手　清美
　修善院
　倉数川前区火の吠町内会
　植田　仲子
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会　　2回
　栗原紙材㈱美野里事業所
　淺田　孝三郎
　西郷地ミセス5
　阿部　正子
　近田　すえ子
　菅谷　昭次
　納場保育園
　㈱柳川採種研究会
　東平女性会
　駅前ゆーわ
　横尾　幸子

寄付物品

　井坂　敦子
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●切手（未使用、使用済み）
　佐川　文子
　藤本　静江
　下吉影郵便局
　フォルム㈱
　小美玉市小川図書館　　　　2回
　修善院
　久保田　光子
　㈱内田化工
　㈱小林工業
　酒井　通
　丹治　昭子
　中村　とし子
　野沢歯科医院
　㈱内田化工
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●古紙
　後藤　敏彦
　高梨　芳郎
　内田　昭子
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　3回
　上合はつらつ会　　　　　　2回
　中根老人会
　佐川　文子　　　　　　　　3回
　小美玉市役所玉里総合支所　4回
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　コナン精工㈱
　笹目工務店
　修善院　　　　　　　　　　2回
　小美玉市小川図書館
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　小仁所　美江
　津田瓦店
　上吉影お茶飲み会
　小川南病院　　　　　　　　4回
　近藤　隆
　羽木上老人会
　押手　清美
　JA新ひたち野池花支店　　　2回
　JA新ひたち野
　　美野里農機センター　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会　　2回
　㈱柳川採種研究会　　　　　2回
　西郷地ミセス5
　横尾　幸子
　近田　すえ子
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●ペットボトルキャップ
　㈱植田建設工業
　㈱ジャスト石岡支店
　小美玉市母子寡婦福祉会
　飯野　のぶ江
　桜井　愛桜　　　　　　　　2回
　千葉　歩美
　パールショップともえ石岡店
　山口　純子
　小美玉市小川公民館
　とんぼ玉工房　Ｇ.Ａ.Ｄ
　渡辺　洋司
　長谷川　さつき
　おみたまクッキング倶楽部
　みつばちサロン

　リスクサポート　狩谷　等
　ハートフルハンド玉里
　㈱関川畳商店
　上合はつらつ会　　　　　　2回
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　田口　君子
　藤本　葵、彩希
　手話サークルストケシア　　3回
　コナン精工㈱
　石井　清文　　　　　　　　2回
　修善院　　　　　　　　　　2回
　世楽パトロール隊
　村山　フヂ
　片岡　奨
　下吉影古新田区
　上吉影老人クラブ
　㈱恵グループ
　小川ニュータウン区　　　　2回
　小美玉市役所玉里総合支所　2回
　山川老人クラブ
　小仁所　美江
　下吉影郵便局
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル
　南農産運輸㈲
　メディカルホームきらら
　本田町老人クラブ
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　羽木上老人会
　中根老人会
　植田　仲子
　鈴木　邦子
　長谷川　みち子
　中村　とし子
　石岡市立府中幼稚園　　　　2回
　井坂　敦子
　四季の杜保育園
　納場保育園　　　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　㈱セントラルエステート
　美野里ライオンズクラブ
　荻沼　綾子
　藤平　由美子
　谷内　美代
　久保田　光子
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」
　㈲清司工務店
　酒井　加代子
　郡司　久美子
　清司　綾子
　小美玉市商工会女性部
　池上　陽太郎・空太
　羽鳥東平老人会
　西郷地ミセス5
　阿部　正子
　希望ヶ丘サロン
　田中　眞智子
　㈲美野里菜園
　㈱小林工業
　酒井　通
　かすみ草
　丹治　昭子
　菅谷　昭次
　立木けんた・ゆうた
　北関東花き㈱
　㈲東光物流
　栗原紙材㈱美野里事業所

　㈱柳川採種研究会
　グループホームたんぽぽ　　2回
　駅前ゆーわ
　イトウ製菓㈱
　君山　純一
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会
　理容かとうぎ
　横尾　幸子
　青山　天子
　希望ヶ丘サロン
　井坂　敦子
　小美玉市立竹原小学校放課後
　　子どもプラン　スマイルクラブ
　匿名　　　　　　　　　　　15件
●アルミプルトップ
　小川　民子
　ユーカリの里
　ハートフルハンド玉里
　ミニバンド日本の歌
　　難波　栄次郎
　堀米　せつ子
　関　順子
　高野　美子
　納場保育園
　酒井　加代子
　小美玉市商工会女性部
　希望ヶ丘サロン　　　　　　2回
　菊地　信子
　グループホームたんぽぽ　　2回
　かすみ草
　青山　天子
●ベルマーク
　小川　民子
●衣類
　菅井　泰幸
　佐久間　妙子
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●お菓子
　パールショップともえ　石岡店
●絹さや、豆
　坂井　道子
●キャベツ・大根・漬け物
　坂本　俊子
●雑貨
　堀米　せつ子
●牛乳パック
　高梨　芳郎
　四季の杜保育園
　阿部　正子
　横尾　幸子
●食器、ヤカン
　竹原区八躰
●タオル
　退職公務員連盟美野里　　　2回
●割り箸
　早川　年和
●アンパンマン大図鑑
　君山　純一
●紙おむつ
　佐久間　妙子
●未使用下着、紙おむつ、食器（2件）、
　ボディーソープ、石鹸、テレビ、
　テレビ台、冷蔵庫、タオル、レタス、
大根、かぶ、春菊、肌着、シーツ、米、
食器

　各匿名

（順不同、敬称略）

善意銀行報告
　善意銀行事業は、善意をもって寄せられる金品及び技能の預託並びにその「橋渡し」を行うことで、福祉事業やボランティア活動
等の振興を図ることを目的としています。
　寄付金品は、皆さまからのお気持ちに沿って活用させていただいおります。ご協力ありがとうございました。 ★印　写真あり

まごころの橋渡し

平成30年５月6日から７月5日までに善意の金品をお寄せいただいた方々をご紹介いたします。

小美玉市社会福祉協議会福祉作業所かんな・つばさより
　福祉作業所かんな・つばさでは、作業訓練の一環として、ま
たリサイクルの観点から古紙、アルミ缶、ペットボトルキャッ
プ等のリサイクル資源の回収に取り組んでいます。
　回収にお伺いしますので、捨ててしまう前にご協力をいただ
きますようお願いいたします。
福祉作業所つばさ　☎58-7770　福祉作業所かんな　☎36-7330

市内の福祉施設、福祉団体の皆さまへ
　福祉活動で必要としている物品がございましたら、ぜひお申し出ください。お申し出いただいた内容を検討させていただき、社協
だよりにて寄付物品募集のご協力をいたします。お寄せいただいた寄付物品は、善意銀行を通して各施設、団体へ配分いたします。

アルミプルトップについてお願い
●アルミ缶については、プルトップを
外さず、缶ごとご寄付ください。

●スチール缶については、引き続き
プルトップをご寄付ください。

スチ
ール
缶

アル
ミ缶

アルミ缶の場合は、缶ごとご寄付いただいた方がリサイクルにつながります。
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オレンジカフェ（認知症カフェ）のご案内

羽鳥祭りのお知らせ

《ミニワークショップ開催のお知らせ》
✿プリザーブドフラワー
　「おうちの壁飾り」

✿ワイヤークラフト
　「チェア小物入れ（植物付き）」

日　時　8 月 1 日（水）､ 15 日（水）
　　　　午前11時～午後3時（1時間位）
参加料　1,000 円
申込み　開催日前日までに
　　　　　「フロールパシト」
　　☎ 090-5564-7877

日　時　8 月 23 日（木）､ 28 日（火）
　　　　午前11時～午後3時（1時間位）
参加料　1,000 円
申込み　美野里ともいき

プラザ
　　　　☎ 28-7721

　認知症の方と家族のためのカフェを、毎月１回ともいきプラザで開設しています。
　専門職（主任ケアマネジャー、認知症ケア専門士、看護師等）が常駐しており、認知症状のある
方も安心してご利用いただけますので、困ったことや悩みなどをじっくり相談することもできます。
予約の必要がなく、出入りも自由なのでお気軽にお越しください。また、ボランティアをしたい方や認知症について知りた
い方のご利用もできます。利用時に簡単な質問やお名前等を伺うことがあります。（次回開催：8 月 22 日㈬午後 2 時～ 4 時）

　美野里ともいきプラザは毎年「羽鳥祭り」に参加しており、ランチ＆カフェ木もれ
陽も７月 28 日 ( 土 )、29( 日 ) の両日営業しております。お祭り特別メニューでのご
提供になります。ご来店お待ちしております。

プリザーブドフラワー、リボン、木の
家など数種類から選んでアレンジして
いただきます。

柄はふたつ選んでいただけます。一つ
はキットとしてお持ち帰ることもでき
ます。

扱いやすい柔らかワイヤーを使用して実
用的な小物入れを作ります。（植物は多
肉植物かフェイクのどちらかを選べます。）

✿和小物
　「刺し子のコースター」
日　時　8 月 13 日（月）､ 27 日（月）
　　　　午前11時～午後3時（1時間位）
参加料　500 円
申込み　美野里ともいき

プラザ
　　　　☎ 28-7721

子育て広場お休みのご案内

７月28日（土）、29日（日）は
羽鳥祭りのためお休みに
なります。

　

90歳になったらサロンドへ サロン・ド・おがわたまり
サロン・ド・みのり　　

　市内在住で外出可能な 90 歳以上の高齢者の方々に、月１
回お昼をはさんでおしゃべりやアトラクションを楽しんでい
ただいています。参加してみたい方は、お問い合わせください。

合同記念祭のお知らせ
サロン・ド・おがわたまりが 100 回、サロン・ド・みのりが
200 回を迎え、特別に合同記念祭を実施いたします。
合同記念祭は、ご家族の方も是非ご参加ください。
日時：９月８日 ( 土 ) 午前 11 時～午後 0 時 30 分
場所：玉里保健福祉センター
内容：小美玉市地域アクティビティ事業 桜美林大学 合唱寸劇『水戸黄門』

開 催 日
サロン・ド・おがわたまり　8 月 6 日（月）、9 月 3 日（月）
サロン・ド・みのり　　　　8 月 22 日（水）、9 月 18 日（火）
開催時間　午前 11 時～午後１時　　参 加 費　300 円

6月活動の様子

新会員の紹介

代々城 サク様（小川）
昭和2年8月16日生（90歳）

村山 喜一様（下馬場）
昭和3年4月25日生（90歳）

小川支所（小川・玉里）
美野里支所

☎58-5102
☎36-7330

お問い合わせ
お 申 し 込 み

地元のおみたま音頭
を楽しみました！

みんなで輪投げ
を楽しみました！

～サロン・ド・みのり～ ～サロン・ド・おがわ・たまり～

手作り工房わくわくショップの作家さんによる
ワークショップも開催予定です。お楽しみに (̂ )̂！
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今回ご紹介するサロンはこちら！

～ふれあい・いきいきサロン事業～

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

おちゃっこサロン

東平こみんかサロン

　親子で楽しみながら、お友達を作りませんか？同
じ子育て中のママ同士なの
で、お茶をしながらいろいろ
なお話ができますよ。一度、
遊びに来て見てください。お
待ちしてい ます。

　羽鳥東平区に新規サロンが立ちあがりました。地域
福祉に貢献してくださる地元の方のご協力のもと、空
き家を活用して、たくさんの方で賑わっています。高齢
者の一人暮らしや世帯が増えていることを感じ、空き
家の持ち主や友人、老人クラブの方々に声をかけ設立。
今後は、老人ク ラブの男性の方々にも積極的に参加し
ていただき、地域の方々との交流を大切にしています。
　和気あいあいの東平こみんかサロンです。お近くの
方はぜひ遊びにいらしてください。

日　時　毎月第 3 水曜日
場　所　小川保健相談センター
参加費　親子で 100 円／回
連絡先　織田　さやか
　　　　☎ 090-2255-3855

日　時　毎月第2火曜日
　　　　午前10時～午後1時
場　所　旧真家家
内　容　健康体操・茶話会
参加費　300円／回
連絡先　前野 恵美子 ☎46-3514

社 協

あなたの地域でサロンを始めてみませんか？

サロンの効果

社会福祉協議会は
皆さんの地域のサロン活動を応援します！

☆楽しさ、社会参加、孤独感をなくす
☆閉じこもりの予防
☆無理なく体を動かせる
☆身近な地域で楽しくボランティア活動
☆地域の福祉力向上 どんな活動が

あるの？

立ち上げたいけど
どうすればいいの？

☆活動費の助成（5 年間）
☆参加者やボランティアの保険
☆サロンの開設、活動内容などの相談
☆魅力あるサロンづくり
☆ふくしの出前講座　講師派遣
☆各種情報提供　　など

開催日時は、変更になる場合もあります

活動中のケガとか
どうすればいいの？

ぐちっぺサロン

多胎児サロンび～んずroom

　いっしょにやりませんか。
　家で介護する人も、介護さ
れる人も集まって、おしゃべり
や楽しみができるサロンです。
< 参加者 >
　家で介護をしている方　参加が可能な要介護の方

　「私の子育てこれでいいの？」・・・不安のないマ
マなんていません。び～んず room は、双子ちゃん、
三つ子ちゃん親子のための憩いの場です。親子がそ
れぞれ友達と出会い、親子遊び、読み聞かせ、クッ
キング、季節の行事などを楽しみながら双子ママ同
士ならではのおしゃべりにい
つも花が咲いています。
　屋根のある公園だと思って
お気軽に遊びに来てくださ
い。

日　時　毎月第2水曜日　午前10時～正午
場　所　川名咲子宅
内　容　カラオケ・茶話会・外出など
参加費　1,000 円／回
連絡先　川名　咲子　☎ 090-3599-9459

日　時　毎月第1・第３火曜日
　　　　午前 10 時～正午
場　所　玉里保健福祉センター
参加費　親子で 1,200 円／年　実費負担あり
連絡先　遠藤　康子　☎ 090-7804-4586

サロンに参加してみたい！サロンをつくりたい！という方は社会福祉協議会へご連絡ください。
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「ふれあいキャンプ」でふくしを学ぼう！ 「チャレンジ教室」牛乳パックで貯金箱を作ろう！

日中一時支援事業（障がい児学童クラブ）
　学校の下校後等、自宅に戻っても家族が仕事をしていたりして、見ることの出来ない障がいのある児童を預かり、見守りを行います。
実施日時　月曜日から金曜日　午後３時～６時
場　　所　四季健康館
対　　象　市内の６歳から 18 歳までの身体障がい児、知的障がい児
利用料金　一日あたり 200 円
そ の 他　県立友部特別支援学校スクールバスが、四季健康館に乗り入れています。

事業のお手伝いをしてくださる
ボランティアさんも募集しています！

お問い合わせ・お申し込み 小美玉市社会福祉協議会 美野里支所
小美玉市福祉事務所

☎ 36-7330
☎ 48-1111（代表）

美野里支所 ☎36-7330お 問 い 合 わ せ
お 申 し 込 み

　市内在住で現在介護をしている方、福祉に興味のある方を対象に、最新の福祉機器視察の参加者を募集いたします。

開 催 日　10 月 12 日（金）
集合・出発　四季健康館　　　　　　午前 8 時 30 分　
　　　　　小川保健相談センター　午前 8 時 30 分
　　　　　玉里保健福祉センター　午前 8 時 40 分
帰　　着　午後 5 時 30 分頃

内　　容　国際福祉機器展見学（東京ビッグサイト）※本会ケアマネジャーも同行して、介護について等のお話もあります。

福祉の今・未来を見てさわってたしかめよう ～かいごの知恵袋教室～

ハニートースト貯金箱 スロープ貯金箱

お問い合わせ
お 申 し 込 み 本所（玉里）　☎ 37-1551

募集人数　35 名　※先着順とさせていただきます
参 加 費　無料（昼食は各自、会場内飲食店あります）
申 込 み　8 月 20 日 ( 月 ) から受付開始

夏休みの

宿題に

おすすめ

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

ふるさとは小美玉 いつまでもこの家で ～介護保険グループからのお知らせ～

頼んで良かった
小美玉社協ヘルパーセンター
心を込めて援助いたします。
・身体介護（オムツ交換、清拭、入浴介助等）
・生活援助（調理、清掃等）
・通院等乗降介助（病院への送迎）
　送迎 1 回（片道）

障がいがある方（身体・知的・精神）への
援助をいたします
小美玉社協支援センター
・身体介護（オムツ交換、清拭、入浴介助等）
・家事援助（調理、清掃等）
・通院等乗降介助（病院への送迎）

ゆったりお風呂で気持ちもサッパリ
小美玉社協訪問入浴さわやか
ベットの横で、寝たまま入浴。
看護師、ホームヘルパー計 3 名で介助いたしま
す。 みんなと楽しく

小美玉社協デイサービスセンター
おいしい食事やレクリエーション、野外活動で元気になりましょう。
・料金は、要介護度によって異なります。

まかせて安心
小美玉社協ケアプランセンター
在宅生活を安心して過ごすための介護
計画（ケアプラン）を作成いたします。
・介護計画の作成は無料です。

開 催 日　８月 21日（火）～ 22 日（水）1 泊２日
集　　合　四季健康館午前 8 時 10 分
　　　　　玉里保健福祉センター午前 8 時 30 分
宿泊場所　茨城県中央青年の家
対　　象　市内小学 5，6 年生
参 加 費　1,000 円
　　　　　（社協会員でない方 2,000 円）
申込方法　本会本所へお電話でお申し込み下さい。

　　チラシは学校をとおして配布しています

先着
40名

先着
30名

開催日時　8 月 28 日（火）午前 9 時 30 分～正午
参 加 費　300円（社協会員でない方 1,000円）
開催場所　玉里保健福祉センター
内　　容　牛乳パックを使った貯金箱作り
対　　象　市内小学生（1、2 年生は保護者同伴）
持 ち 物　はさみ，のり，カッター，定規，筆記用具
申込方法　本会本所へお電話でお申し込み下さい。
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６回参加すると1,000 円分
の食事券をランチ＆カフェ
「木もれ陽」より進呈します。
お得なお買い物バスツアー
専用ポイントカードです。

大 好 評

お買い物バスツアー （生きがい外出サポート事業）　　
～来て・観て・食べて・健康づくり～

　買い物ツアーは日頃、買い物に不便を感じているご高齢の方々がご利用いただけます。
　参加者同士の交流や閉じこもり防止、介護予防や認知症予防のため毎月地域ごとに食料
品や生活用品の買い物に出かけています。

☆お買い物は実費にてお願いいたします。（お買い物袋持参）
☆「ご自宅⇔四季健康館・小川保健相談センター・玉里保健福祉セ
ンター」間　の送迎をいたします。（必要な方）

昼 食 代

募集人員

1,000 円

対 象 者 外出可能な
市内在住の
高齢者等

20名
お 問 い 合 わ せ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551
☎ 58-5102
☎ 36-7330

※各日の行程につきましては、お問い合わせください。
※天候や道路工事、その他の事情により、コースや予定時間の変更
がありますので予めご了承ください。

このツアーでココロはずむ楽しいお買い物をしてみませんか?

8 月

開催日 2 日（木） 9 日（木） 23 日（木）

電話予約 7/23（月）午前9時～ 7/30（月）午前9時～ 8/13（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

9 月

開催日 6 日（木） 13 日（木） 19 日（水）

電話予約 8/27（月）午前9時～ 9/3（月）午前9時～ 9/10（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

　市民の皆さまの心配ごとに対し、心配ごと相談所を開設しています。秘密厳守で、問題解決のためのお力添えをいたします。

相談内容 相 談 日

相 談 料

一般相談／☆法律相談
☆法律相談は、事前予約制です。
無　料

原則第1～4水曜日　午後1時30分～4時30分

※相談時間が限られておりますので、要点（いつ、
どこで、誰が、どうしたか等）の整理と、必要な
書類等のご持参をお願いいたします。

☆印…法律相談

お問い合わせ
予 約・ 相 談

本　所
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）
☎ 58-5102（小川保健相談センター内）
☎ 36-7330（四季健康館内）

※予約は相談場所以外の本支所でも承ります。

法律相談について
キャンセルの際にはお早めにご連絡ください。

予約人数には限りがございます。

相談時間はお１人様約 20分です。

＜⑤お帰り＞
午後3時～3時30分
ご自宅まで送ります。
重い荷物もラクラクです。

＜④お買い物＞
午後1時～3時
スーパーマーケ ットやドラッグストア
や100 円ショップなどでお買い物

＜③昼食＞
午後0時～1時
本会直営店“ランチ&
カフェ 木もれ陽”にて
ツアーランチをご堪能

買い物バスツアー
１日の流れ

＜①お迎え＞
午前9時～9時30分
希望でご自宅まで
お迎えに

＜②出発･お買い物＞
午前10時～午後0時
バスに乗り換えて出
発です。
お昼まで直売所や洋
品店や各専門店など
でお買い物

8月
1日 8日☆ 22日☆

小川支所 本所（玉里） 小川支所

9月
5日 12日☆ 26日☆

本所（玉里） 美野里支所 本所（玉里）

～あなたも、おみたまの福祉を支える一員に～
世帯会員会費 年額  1,000円
個人会員会費 年額  1,000円以上
法人団体会員会費 年額  10,000円以上

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551
☎ 58-5102
☎ 36-7330

年間を通じて募集しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

寄付とは異なり、本会の趣旨に賛同していただける方にご協力をいただく定額の協力金です。
ご協力いただきました会費は市内の福祉活動に広く活用させていただきます。
詳しくは、社協会員募集のチラシまたはホームページをご覧ください。

会費とは？…
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ボランティアに関する
お 問 い 合 わ せ

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

ボランティアコーナー
　あなたのできる時間でＯＫ！ここにしかない体験、出会いが必ずある！
　自分に合ったボランティア活動をして、夏休みに素敵な思い出を作りましょう。
　あなたのできる時間でＯＫ！ここにしかない体験、出会いが必ずある！

夏休み！ボランティアをしよう！

福祉にっこりまつり 運営ボランティア募集

開催日時　9 月 30 日（日）午前８時～午後４時頃（ボランティア活動時間）　場所　生涯学習センター「コスモス」
締　　切　9 月 7 日（金）

　福祉にっこりまつりは、市民や福祉団体・ボランティア・社会福祉施設・学校・企業等が手をつなぎ、地域
福祉を啓発するイベントです。
　サポートスタッフとして各コーナーの運営に携わっていただける方 を募集しております。皆さんの参加申し
込みをお待ちしています。

　本会では、高齢者を対象に、〝介護予防″、〝孤独
感の解消″を目的に「会食会」等を実施しています。
参加者の自宅と会場間を送迎してくださる運転ボ
ランティアを募集しています。地域に役立つちょっ
といいこと、始めませんか？　（本会の車両利用可）

　本会では、高齢者を対象に、〝介護予防″、〝孤独

飾りつけボランティア募集 運転ボランティア募集

会場 四季健康館
玉里保健福祉センター（ ） 送迎 高齢者自宅

　イベント会場の楽しい雰囲気づく
りや壁面作りを一緒にやりませんか？
　毎月１回、高齢者の夏祭りや障が
い者のクリスマス会等の会場を和気
あいあいと楽しく飾りつけしています。
　飾りつけをマスターすれば、ご家
族でのイベント等にも活用できます。
お気軽にお問い合わせください。

　お子様連れでのご参加大歓迎

学生ボランティア募集！
楽しくボランティアにチャレンジし
よう！
内　　容　模擬店や各イベント等の

お手伝い
応募資格　中学生以上で元気な方

撮影ボランティア募集！
内　　容　

「福祉にっこりまつり」の記録のお
手伝い
応募資格　

（1）アマチュアであること
（2）写真撮影に興味のある方
（3）ご自身のカメラを使用してい

ただける方（デジタルカメラ）
※記録媒体（ＳＤカード等）
は本会で用意します。

着ぐるみボランティア募集！
内　　容　
着ぐるみを着てＰＲ活動（介添えも含む）
※謝礼、交通費等の支給はございません。
応募資格　

（1）15 歳以上の方（中学生を除く）
　　※未成年の方は必ず保護者の承

諾を得てからお申し込みくださ
い。 

（2）健康で、着ぐるみを着てパフォー
マンスをする体力がある方

（3）イベントを盛り上げていただけ
る方

ボランティア
証明書発行

します

お問い合わせ
お申し込み

本所（玉里）　☎ 37-1551
メール　omitama@omitama-shakyo.or.jp

内　　容　子どもと遊ぶボランティア
　　　　　お年寄りと触れ合うボランティア
　　　　　障がいのある方のいる施設でボランティア
　　　　　収集ボランティア
　　　　　（使用済み切手、ペットボトルキャップ等）等々
応募資格　市内在住、在学の中高校生
申　　込　7 月 23 日（月）～ 8 月 31 日（金）
　　　　　平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※市内学校へはボランティアメニュー表を
　配布予定。

お問い合わせ
お申し込み 本所（玉里）　☎ 37-1551

活動時の傷害保険は本会で加入いたします。
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