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　10 月1 日から実施してきた「赤い羽根共同募金」運動が、12
月末に一区切りを迎えました。市内での街頭募金で、大変多くの地
域福祉関係団体・住民の皆さま、学校・官公庁・職域団体等の皆さ
まにご協力をいただきましたことに心より御礼申し上げます。
　小美玉市共同募金委員会にてお預かりした募金は、大部分が市
内の地域福祉推進に役立てられる他、県内の福祉事業・災害発生
時のボランティア活動のための積立などにも役立てられます。
　共同募金は、暮らしやすいまちをつくるための大きな力となりま
す。ご協力、誠にありがとうございました。 

さくら保育園様

小美玉市立元気っ子幼稚園様

納場保育園様

たくさんの『やさしい気持ち』をありがとうございました（*^_^*）

ひばり保育園様

小美玉市立玉里中学校様
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小美玉市立小川南中学校様
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個人大口募金のご協力（10,000円以上）
竹内　昌信　　　加藤　勲　　　京川　舞　　　宮内　晃一

　市民の皆さま、企業、学校、関係機関等、多くの方々の「たすけあいの心」に、心より感謝と御礼を申し上げます。
募金を活用して行われる事業につきましては、随時、“社協だより”“ホームページ”等にて報告させていただきます。

募金種別 赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金 内　　容

戸別募金
（行政区・未加入世帯）

8,169,882 円
 9,271 件

3,204,570 円
9,343 件

市民の皆さま ( 世帯ごと ) から
ご協力いただいた募金

街頭募金
（駅・スーパー）

27,685 円 
9 件

羽鳥駅前や市内各スーパーで実
施した募金

法人募金
（事業所・企業）

405,552 円 
74 件

146,400 円
41 件

市内の法人（企業）の皆さまに
ご協力いただいた募金

学校募金
（小中学校・幼稚園・保育園）

419,845 円 
32 件

市内の小・中学校、幼稚園・保
育園から福祉教育の一環として
ご協力いただいた募金

職域募金
（事業所・企業・市役所等）

269,526 円 
87 件

市内の法人（企業）職場内でご
協力いただいた募金

イベント募金
（福祉まつり・産業まつり等）

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため，イベントが開催され
ませんでした。

個人募金
（戸別以外の個人募金）

50,600 円 
10 件

42,200 円
7 件

戸別募金以外の個人からご協力
いただいた募金

その他の募金
（上記以外の募金）

265,450 円 
80 件

73,320 円
5 件

店舗設置した募金箱（赤い羽根
協力店等）の募金
市内の団体の皆さまにご協力い
ただいた募金

合　計 9,608,540 円 3,466,490 円

※個人（2,001円以上）や企業が共同募金に寄付した場合、税制上の優遇措置が受けられます。

順不同・敬称略

ご協力ありがとうございました！
令和２年度 赤い羽根 共同募金　  実績報告 令和３年３月３日現在

法人募金のご協力

学校募金のご協力

その他の募金のご協力

職域募金のご協力

長島内科
㈲三代田自動車工業所
㈱植田電器
フォルム㈱
福朱白会　特別養護老人ホームルミエ・デ・ソレイユ
㈱前川林業
㈱新堀自動車
栗原紙材㈱美野里事業所
㈱一昇金属
三英電業㈱茨城営業所
アッちゃん弁当
アイアグリ㈱しんしん美野里店
丸茂産業㈱
㈲カタクラ商事
そば処たむら
㈱内田化工
白帆ロジテム㈱
㈱ハタヤモータープール
美野里病院
交易食品㈱茨城工場
君山自動車㈱
イトウ製菓㈱水戸工場
いばらきコープ物流センター
JA全農ミートフーズ㈱
アジア熱処理技研㈱茨城工場

トヨタL＆F茨城㈱
㈱鶴町製作所
茨城ダイハツ販売㈱
トヨタホーム茨城㈱
三美運輸㈱
大陽日酸エネルギー関東㈱水戸支店
㈱ハーベストジャパン
珍来美野里店
茨城マイカー販売㈱
㈱協同企業
トヨペットテクノリペアセンター美野里店
茨城トヨタ自動車㈱美野里店
茨城トヨペットＵカー6号美野里店
ＤＲＰネットワーク㈱
大和田建材
㈱ゆにろーず茨城T.S店
トヨタカローラ新茨城美野里店
愛鶏園
エア・ウォーター・ゾル㈱
㈱太平洋クラブ美野里コース
岡田板金㈱
㈱アサノ
㈱美野里物流サービス
星の宮運輸㈱
赤城山運輸㈱

㈲浅野商事
MJK食品㈱
㈲桧澤商会
㈲道口養豚
木村建材
㈱おみたま農園
㈱創和
㈱おがわ
㈱セントラルエステート
㈲羽鳥駅前ハイヤー
㈱茨城ハウジング
㈲七福
真家電気
メグミ
㈲タヤマ
サイクルショップナガイ
山田洋品店
レストランフレンチ
㈲イチムラ
タキ美容室
古谷美容室
鈴木美容室
㈲玉里クリーン

クレハ労働組合
航空自衛隊百里基地

石岡脳神経外科病院
東洋螺子㈱

ぺんてる㈱茨城工場
福 武仁会 特別養護老人ホーム百里サンハウス
橋場鉄工㈱茨城工場
丸玉木材㈱茨城工場

小美玉市立小川南中学校
小美玉市立小川北中学校
小美玉市立美野里中学校
小美玉市立玉里中学校
小美玉市立野田小学校
小美玉市立上吉影小学校
小美玉市立下吉影小学校
小美玉市立小川南小学校
小美玉市立竹原小学校
小美玉市立羽鳥小学校
小美玉市立堅倉小学校
小美玉市立納場小学校
小美玉市立玉里東小学校
小美玉市立玉里小学校
小美玉市立玉里北小学校
小美玉市立元気っ子幼稚園
小美玉市立羽鳥幼稚園

小美玉市立堅倉幼稚園
小美玉市立納場幼稚園
小美玉市立玉里幼稚園
ひばり保育園
すずらん保育園
さくら保育園
さくら第２保育園
認定こども園　納場保育園
太陽保育園
四季の杜保育園
ミーム保育園
認定こども園　はとり保育園
(学)幼保連携型認定こども園美野里
認定こども園ルンビニー学園幼稚園
認定こども園　玉里保育園
玉里第二保育園

白帆会 小川南病院職員一同
小美玉市老人クラブ連合会小川玉里支部
橋向老人クラブ
JA新ひたち野女性部美野里支部
十二所友の会
介護予防たまり利用者
上玉里にこにこクラブ

おはなしテルテル
栗又四ケ老人クラブ
小美玉市老人クラブ連合会美野里支部
生涯学習センターコスモス窓口募金箱
募金ができる自動販売機による募金
美野里ともいきプラザ
社協窓口設置募金箱、ガチャポン

幡谷　貞賢様（左）

　昨年の募金実績により厚生
労働大臣から感謝状が贈られ
ました。

白帆会小川南病院様（左）

小美玉市立小川南小学校
㈱中村
㈱クレハ樹脂加工研究所
大津内科クリニック

こんとく衣料店
三笠産業㈱
小美玉市立野田小学校
ハンターダグラスジャパン㈱茨城工場

㈱コバヤシ石岡工場
㈲玉里クリーン
㈱ジャスティス茨城センター
東洋発條工業㈱石岡工場

小塙医院
わらべや日洋㈱茨城工場
小美玉市役所
福小美玉市社会福祉協議会
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戸別募金のご協力（行政区）  　　　※印…行政区内の法人募金に際してご協力いただきました（単位：円）

行政区名 赤い羽根 歳末たすけあい 行政区名 赤い羽根 歳末たすけあい 行政区名 赤い羽根 歳末たすけあい 行政区名 赤い羽根 歳末たすけあい

赤い羽根協力店 （募金箱の設置をお願いしています）

本田町 153,468 46,494 
中田宿 9,000 30,000 
大　町 17,600 4,400 
川　岸 37,600 13,800 
横　町 24,200 5,800 
橋　向 33,000 13,000 
坂　下 32,000 9,600 
二本松 153,000 45,000 
下馬場 10,000 10,000 
小　塙 30,000 30,000 
立　延 56,000 16,800 
中　根 40,600 17,400 
下田（一） 40,600 12,300 
下田（二） 16,200 4,900 
宮　田 36,540 11,070 
幡　谷 30,000 9,000 
川　戸 109,000 32,700 
稲荷坪 31,200 7,800 
野田本田 22,000 6,600 
新　林 16,200 4,900 
野田古新田 18,676 5,658 
隠　谷 70,000 23,000 
鷺　沼 65,800 19,900 
伏　沼 60,900 18,450 
山　川 98,000 29,400 
世　楽 69,000 20,700 
佐　才 167,000 50,100 
上吉影 113,000 33,900 
前　原 47,000 14,100 
飯　前 95,004 28,782 
上　合 52,000 24,100 
前　野 44,000 13,200 
宿 68,000 20,400 

下吉影荒地 42,000 13,500 
下吉影本田 36,000 10,800 
貝　谷 33,150 9,750 
下吉影南原 21,300 6,500 
下吉影古新田 40,000 12,000 
百里自営 13,000 3,900 
羽木上 54,000 16,200 
与　沢 111,000 55,500 
外之内 90,000 27,000 
倉数川前 81,000 20,250 
倉数川向 74,700 24,900 
与沢百里 35,000 10,500 
清水頭 76,000 22,800 
山　野 51,000 15,300 
田中台 56,900 18,800 
小川ニュータウン 64,700 41,400 
雷神前住宅 11,200 3,500 
六万住宅 6,000 2,000 
みのり台住宅 11,000 3,300 
羽生住宅 20,000 10,000 
東山団地 15,000 4,500 
山野台 22,000 6,600 
山野住宅 11,200 3,800 
谷中台団地 8,000 1,600 
坂本住宅 5,950 1,750 
サンシャイン野中 23,000 6,900 
北山住宅 5,684 1,722 
備前山住宅 3,000 1,200 
小川グリーンタウン 4,000 4,000 
堅　倉 120,740 89,920 
大　曲※ 132,000 30,000 
仲　丸 17,000 
西明地 9,000 3,000 

小岩戸 123,000 60,300 
上小岩戸 24,000 48,000 
西郷地※ 259,000 184,000 
柴　高 124,000 62,000 
上鶴田 27,000 8,100 
下鶴田 42,500 22,000 
長　砂※ 15,500 9,300 
三　箇※ 94,500 50,600 
先　後 69,000 20,700 
橋場美※ 90,000 30,000 
清風台 160,800 70,350 
張　星 76,000 22,800 
部　室 80,000 24,000 
納　場 67,000 33,500 
江　戸 35,700 10,800 
江戸住宅 155,300 57,200 
羽　刈 89,000 44,500 
五万堀 117,000 29,250 
北　浦 120,000 50,000 
高　田 35,000 17,500 
手　堤 32,000 9,500 
大　笹 46,000 23,000 
寺　崎 55,000 16,500 
竹　原※ 213,500 75,900 
竹原下郷 77,000 23,700 
中野谷 35,000 35,000 
上馬場 33,600 8,400 
竹原中郷 94,000 64,700 
小曽納 57,000 28,500 
花野井※ 110,500 58,200 
中　台 52,000 20,000 
希望ケ丘 120,000 30,000 
大　谷 57,000 17,100 

金谷久保 21,000 10,500 
十二所 213,000 106,000 
高　場 82,000 55,100 
羽　鳥 84,500 68,600 
脇　山 149,000 89,400 
花　館 93,000 46,500 
駅　前※ 247,900 51,300 
東　平 110,500 28,300 
旭 138,000 41,400 
羽刈前 49,000 24,500 
ハトリ第二団地 30,500 18,300 
中　峰 12,500 12,500 
羽鳥東 2,500 
岡 56,000 16,800 
大井戸平山 115,956 39,598 
川中子 54,100 17,000 
上高崎 101,000 30,300 
下高崎 91,000 27,300 
玉里中台 96,000 36,000 
松　山 74,000 22,500 
第二東宝 99,000 29,700 
大　宮 120,405 40,541 
田木谷駅前 54,000 16,200 
田木谷 48,000 14,400 
新田木谷 36,550 10,750 
栗又四ケ 30,000 9,000 
みどり野 38,000 7,600 
第三東宝 28,000 8,400 
玉里団地 42,000 42,000 
野村田池 34,000 10,200 
新高浜第一 40,200 11,600 
新高浜第二 57,000 17,100 
行政区以外の世帯 116,759 46,535 

㈲内山家具店
㈱エコス小川店
ツルハドラッグ茨城小川店
医療法人財団 古宿会
ＳＫＹ　ＡＲＥＮＡ
空のえきそ・ら・らJA直売所
空のえきそ・ら・らJA物産館
空のえきそ・ら・らウェルカムセンター
㈱小美玉ふるさと食品公社空のえきそ・ら・らﾖｰｸﾞﾙﾄﾊｳｽ
㈱坂東太郎　坂東太郎ビュッフェレストランそ・ら・ら
ファミリーマート小川中延店
ファミリーマート小美玉下馬場店
ファミリーマート小川上吉影店
㈱アダチ石油店　小川東バイパスＳＳ
岩城実業㈱

㈱アインホールディングスアイン薬局小川店
㈱トヨタレンタリース茨城
㈲フレッシュマートまつだ
㈲すがなみ
新ひたち野農業協同組合小川支店
㈱アビック
㈲丸正石油店
パシフィックｺﾞﾙﾌマネージメント㈱石岡ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ウェルシア小美玉美野里店
ウェルシア小美玉羽鳥店
フクダペットクリニック
とうがさき写真館
花木センタートキワ園芸農業協同組合
柴田精肉店
菅谷商店

スーパータイヨー美野里店
ヘアーサロンいせやま
ワークスヤグチ
㈱エコス 美野里店
美野里タイヤ㈲
池田輪業㈱
旅館かと家
セイミヤ小美玉店
カットハウスカモイ
かめだや
タイヤガーデンなかね
肉のハセガワ
ツルハドラッグ羽鳥店
大島屋
仲屋石油店

順不同・敬称略

航空自衛隊百里基地様（左）

令和 2 年 7 月
豪雨災害義援金 5 件 19,578 円 

同
（募金箱） 18,922 円

同
（マスク販売売上） 203,446 円

小美玉市立上吉影小学校様（左） 小美玉市立玉里北小学校様（右）

令和２年度受け入れ義援金　３月16日現在

ありがとう
ございました

トップクリーニング本店
井坂文具店
㈱小美玉ふるさと食品公社 美野里売店
ビューティーサロン古谷
ユーロガレージ
JA新ひたち野産地直売所 みのり
セブンイレブン美野里羽刈店
㈱セイミヤアスタ玉里店
やまぐち医院
JASS-PORT石岡
梅久
仙郷
ウェルシア小美玉玉里店
美野里ともいきプラザ
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　世帯会員 9,088 世帯、個人会員 61 件、法人団体会員 135 件のご理解・ご協力をいただいております。ご加入は、年間を通
じて受け付けておりますので、お近くの窓口までお問い合わせください。今年度の会員加入受付は 3 月 31 日までとなります。

令和２年度小美玉市社会福祉協議会会員数中間報告（令和３年3月1日現在）
～ご加入、誠にありがとうございます～

　

行政区 会員数
（件） 行政区 会員数

（件）行政区 会員数
（件）行政区 会員数

（件）行政区 会員数
（件）行政区 会員数

（件）行政区 会員数
（件）

世帯会員世帯会員

個人会員個人会員 12 件　　本会職員　49 件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　61 件

法人団体会員法人団体会員 順不同・敬称略

※西郷地区においては、法人団体会員様へも訪問していただいております。

計 135件

年額 1,000 円

☆印　年額 10,001 円以上の会員様

年額 1,000 円以上

岡 71
大井戸平山 125
川中子 64
上高崎 101
下高崎 91
玉里中台 121
松　山 85
第二東宝 98
大　宮 128
田木谷駅前 54
田木谷 49
新田木谷 43
栗又四ヶ 30
みどり野 38
第三東宝 25
玉里団地 85
野村田池 34
新高浜第一 80
新高浜第二 58

本田町 197
中田宿 30
大　町 22
川　岸 53
横　町 22
橋　向 32
坂　下 32
二本松 178
下馬場 56
立　延 56
中　根 58
下田（一） 50
下田（二） 20
宮　田 45
幡　谷 20
川　戸 109
稲荷坪 39
野田本田 22
新　林 20

野田古新田 23
隠　谷 43
鷺　沼 81
伏　沼 75
山　川 98
世　楽 69
佐　才 168
上吉影 114
前　原 47
飯　前 117
上　合 57
前　野 44
宿 68
下吉影荒地 42
下吉影本田 37
貝　谷 39
下吉影南原 22
下吉影古新田 40
百里自営 13

羽木上 54
与　沢 112
外之内 89
倉数川前 81
倉数川向 84
与沢百里 37
清水頭 76
山　野 51
田中台 59
小川ニュータウン 81
堅　倉 202
大　曲 60
仲　丸 34
西明地 12
小岩戸 123
上小岩戸 49
西郷地 151
柴　高 125
上鶴田 27

下鶴田 41
長　砂 19
三　箇 92
先　後 69
清風台 200
張　星 76
部　室 80
納　場 67
江　戸 44
江戸住宅 170
羽　刈 89
五万堀 116
北　浦 100
高　田 35
手　堤 32
大　笹 46
寺　崎 55
竹　原 259
竹原下郷 78

中野谷 71
上馬場 42
竹原中郷 94
小曽納 56
花野井 125
中　台 22
希望ケ丘 120
大　谷 57
金谷久保 21
十二所 216
高　場 105
羽　鳥 155
脇　山 300
花　館 93
駅　前 172
東　平 117
旭 138
羽刈前 49
羽鳥市営住宅 55

中　峰 25
羽鳥東 4
雷神前住宅 14
六万住宅 7
みのり台住宅 11
羽生住宅 20
東山団地 15
山野台 23
山野住宅 14
谷中台団地 6
坂本住宅 5
サンシャイン野中 22
北山住宅 7
備前山住宅 5
小川グリーンタウン 4
本会職員 16
行政区外 69

合計 9,088 

㈱一昇金属　☆
福 武仁会特別養護老人ホーム百里サンハウス　☆

孝心会野沢歯科医院　☆
㈲東関東サービス　☆
君山自動車㈱　☆
池田輪業㈱　☆
宗円妙寺　☆
㈱茨城オートパーツセンター　☆
小美玉市商工会　☆
新ひたち野農業協同組合
新越化成工業㈱茨城工場

石岡脳神経外科病院介護老人保健施設サン・テレーズ
三笠産業 ㈱　茨城工場
㈲玉里クリーン
㈱コバヤシ石岡工場
玉里観光バス㈱
㈱クレハ樹脂加工研究所
コーワ㈱茨城工場 
水研工業㈱
橋場鐵工㈱茨城事業所
ぺんてる㈱茨城工場
㈱関川畳商店
やまぐち医院
㈲平戸タイヤ
福聖隷会
福 敬山会たまりメリーホーム
茨城トヨタ自動車㈱小川店

㈱大塚屋商店　
㈱茨城福祉サービス
㈱ロングライフ
石崎印刷㈱
恵泉キリスト教会小美玉チャペル
ヨコハマモールド㈱
山三印刷㈱
㈱アビック
㈱アメニティ・ジャパン
飯村機電工業㈱
深澤通信工業㈱

石岡地方広域シルバー人材センター
㈱丸川技研工業
水戸ヤクルト販売㈱
高橋興業㈱
㈱ダイイチテクノサービス
㈱東日本技研
東洋ケミカルエンジニアリング㈱
前田運輸倉庫㈱高浜給油所
阿久津正晴法律事務所　
㈱日本サーモエナー水戸営業所

茨城県心身障害者福祉協会
㈱あいごせキッズルームばんびーに小美玉館
㈱クレハ樹脂加工事業所
福光風会
福照桑福祉会
東洋螺子精機㈱

イセ食品㈱小川パッキング工場
㈲内山家具店
小川運輸㈲

白帆会小川南病院
㈱ワイズサポート
㈱ジーエムエンジニアリング
とりせい商事㈱
㈱中村
幡谷印刷㈱
㈱幡谷本店
フォルム㈱
㈱松坂屋
㈲丸正石油店
㈱明和技術コンサルタンツ
㈱山義地所
㈱宮内徳次郎商店
長島内科
常陸小川ライオンズクラブ
㈲プールス
藤江輪業
㈱小川ガス
㈱グリーンセンター中村園芸
㈱植田電器
㈱タスク
㈲上田タクシー
昭和鶏卵㈱
押久保石油店

茨城マイカー販売㈱
福むつみ会太陽保育園
デイサービスセンタースマイルハート
福陽康会あいおんの里羽鳥
栗原紙材㈱美野里事業所
山西自動車工業
旅館かと家
ハセガワミート
さくらや小美玉店
美野里ライオンズクラブ
エア・ウォーター・ゾル㈱
㈱太平洋クラブ美野里コース
岡田板金㈱茨城工場
中央警備保障㈱
㈱小林工業
四季の杜保育園
㈱暖日
損保ジャパン代理店 小田部 俊一
㈱鶴町製作所
茨城トヨタ自動車㈱美野里店
交易食品㈱茨城工場
アジア熱処理技研㈱茨城工場
三美運輸㈱
㈱ハーベストジャパン
大陽日酸エネルギー関東㈱
ＤＲＰネットワーク㈱
㈲タキ工商事

福 朱白会特別養護老人ホームルミエ・デ・ソレイユ
福愛の会小川敬愛の杜
茨城交通㈱茨城空港営業所
福泰明会さくら保育園
常陽交通㈱
㈱内藤工務店

小美玉観光協会
小川ケアセンターみどりの風
石井自動車整備工場
小美玉市小川金融団
特非春きゃべつ　ひまわりの郷
イトウ製菓㈱水戸工場
㈱ハタヤモータープール

美野里病院
トヨタホーム茨城㈱
トヨタＬ＆Ｆ茨城㈱
いばらきコープ生活協同組合
㈲鬼澤商事
㈱セントラルエステート
沢田電気保安管理事務所
㈱金陽社美野里工場

老人ホーム青丘園
㈱協同企業
りんご館小美玉
美野里タイヤ㈲
㈱前川林業
認定こども園納場保育園

～あなたも、おみたまの福祉を支える一員に～
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　恵泉キリスト教会小美玉チャペル
　四季文化館みの～れ
　㈱スズヤ
　阿部　正子
　江戸笑遊会　　　　　　　2件
　小美玉市更生保護女性会　2件
　酒井　加代子
　㈱柳川採種研究会
　小美玉市商工会女性部
　おひさま県央
　羽木上老人会
　泉　利樹
　スポーツ吹き矢エアポート小美玉支部
　府中幼稚園
　十二所体操クラブ
　高野　瑞希、渉
　小川南病院
　優建社
　小倉　孝芳
　匿名　　　　　　　　　　3件
●アルミプルトップ
　千葉　歩美
　堀米　せつ子
　清水頭若がえり会
　ミニバンド日本の歌
　㈱スズヤ
　小美玉市老人クラブ連合会女性委員会
　スポーツ吹き矢エアポート小美玉支部
　高野　瑞希、渉
　匿名　　　　　　　　　　1件
●書き損じハガキ、未使用ハガキ
　おはなしテルテル
　小美玉市更生保護女性会
　話し方教室
　狩谷　等
　更生保護女性会　前野恵美子
　光榮会大正琴マル特の会
　匿名　　　　　　　　　　2件
●ベルマーク
　金子　きよみ
　夛田　由美
　匿名　　　　　　　　　　1件
●衣類
　優建社
　日本語教室「手と手の会」　2件
　恵泉キリスト協会小美玉チャペル
　猪狩　幸子
　菊地　真理子
　磯貝　みゆき
　小美玉市小川公民館
　匿名　　　　　　　　　　2件
●ダンボール、寝具
　日本語教室「手と手の会」

●合計４件　95,896円
　小美玉市玉里北小区区長会
 68,400円
　桜井　浩 21,496円
　匿名　2件 6,000円

寄 付 金

●アルミ缶
　日本語教室「手と手の会」
　後藤　正子
　橋向老人クラブ
　西野　侑則
　㈱アートフィールド
　与沢長寿会
　佐川　文子
　長谷川　和子
　清水頭若がえり会
　駅前ゆーわ
　小美玉市生涯学習センターコスモス　2件
　狩谷　等　　　　　　　　2件
　㈲大形屋商店　　　　　　2件
　小美玉市役所玉里総合支所　4件
　川戸老人会　　　　　　　2件
　上合はつらつ会
　前原区　　　　　　　　　4件
　㈱柳川採種研究会
　小仁所　美江
　近藤　貞夫
　飯前陽だまり
　㈱石崎製作所　　　　　　2件
　小美玉市老人クラブ連合会女性委員会　2件
　小美玉市小川公民館　　　2件
　修善院　　　　　　　　　2件
　西郷地ミセス5　　　　　　2件
　長谷川　恵喜　　　　　　2件
　倉数川前火の吠地区　　　2件
　栗原紙材㈱美野里事業所
　匿名　　　　　　　　　　1件
●切手（未使用・使用済み）
　日本CEF（日本児童福音伝道協会）
　恵泉キリスト協会小美玉チャペル
　日本語教室「手と手の会」
　小美玉市役所玉里総合支所
　金子　きよみ
　㈱関川畳商店
　話し方教室
　折笠　こう
　中島　信子
　フォルム㈱
　㈱内田化工　　　　　　　3件
　ユーロガレージ
　狩谷　等　　　　　　　　2件
　JA新ひたち野美野里支店　2件
　栗原紙材㈱美野里事業所　3件
　光榮会大正琴マル特の会
　藤枝　光子
　小美玉市小川公民館
　修善院　　　　　　　　　2件
　茨城マイカー販売㈱
　㈱スズヤ
　小美玉市更生保護女性会
　スポーツ吹き矢エアポート小美玉支部
　小川南病院
　美野里ライオンズクラブ
　匿名　　　　　　　　　　3件
●古紙
　日本CEF（日本児童福音伝道協会）
　後藤　正子
　小美玉市ボランティア連絡協議会
　話し方教室
　橋向老人クラブ　　　　　2件
　佐川　文子　　　　　　　2件
　清水頭若がえり会
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　3件
　小川南病院　　　　　　　8件

寄 付 物 品

　㈱セントラルエステート　2件
　菅谷　昭次　　　　　　　2件
　小美玉市生涯学習センターコスモス　2件
　狩谷　等　　　　　　　　2件
　小美玉市役所玉里総合支所　4件
　川戸老人会 
　JA新ひたち野美野里農機センター　2件
　納場保育園　　　　　　　2件
　ミーム保育園
　JA新ひたち野美野里支店　2件
　上合はつらつ会
　㈱柳川採種研究会　　　　2件
　JA新ひたち野農機センター玉里営業所　2件
　小仁所　美江
　近藤　貞夫 
　陽だまりサロン　いいさき 
　小美玉市老人クラブ連合会女性委員会　2件
　小美玉市小川図書館　　　2件
　小美玉市小川公民館　　　2件
　修善院　　　　　　　　　2件
　西郷地ミセス5　　　　　　2件
　長谷川　恵喜　　　　　　2件
　近藤　隆　　　　　　　　2件
　JA新ひたち野直売所みのり
　小美玉市やすらぎの里小川
　羽木上老人会
●ペットボトルキャップ
　㈱植田電器
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル
　やまうち会
　漆原　あゆは
　もくれん
　山本建築
　パールショップともえ石岡店
　千葉　歩美
　㈱関川畳商店
　荻沼　光
　話し方教室
　小美玉市更生保護女性会
　夛田　由美
　久保　公子
　青木　敏夫
　手話サークル　ストケシア　2件
　幡谷　しい子
　フォルム㈱
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　佐川　文子
　坂場　四郎
　山川区
　清水頭若がえり会
　希望ヶ丘サロン　　　　　3件
　荒川　和子
　菅谷　昭次　　　　　　　2件
　駅前ゆーわ
　狩谷　等　　　　　　　　2件
　小美玉市役所玉里総合支所　2件
　小美玉市更生保護女性会　前野恵美子
　川戸老人会
　納場保育園　　　　　　　2件
　ミーム保育園
　JA新ひたち野美野里支店　2件
　上合はつらつ会
　光榮会大正琴マル特の会
　茨城美野里環境組合クリーンセンター
　長谷川　みち子
　JA新ひたち野農機センター玉里営業所
　イトウ製菓㈱
　小美玉市立竹原小学校放課後子どもプラン
　飯前陽だまり
　㈱石崎製作所　　　　　　2件
　小美玉市老人クラブ連合会女性委員会　2件
　修善院　　　　　　　　　2件
　西郷地ミセス5　　　　　　2件
　ミニバンド日本の歌
　池上　空太
　池上　陽太郎

●お菓子、缶詰
　パールショップともえ石岡店
●手作りごみ箱
　金子　きよみ
●アクリルたわし
　古渡　勝子
●手作りマスク
　西村　裕美子
　石津　喜く子
　宇津野　初江
　匿名　　　　　　　　　　1件
●ランチマット、巾着袋、手作り手提げ袋
　後藤　正子
●米
　田村　祐一
　匿名　　　　　　　　　　2件
●布地
　田村　祐一
　匿名　　　　　　　　　　1件
●鉛筆
　青木　敏夫
　匿名
●タオル
　菅谷　昭次
　修善院
●バッグ、小物
　修善院
　匿名
●クッキー
　磯貝　みゆき
●食材
　タマムラデリカ㈱美野里工場
●使用済みテレフォンカード
　スポーツ吹き矢エアポート小美玉支部
　匿名　　　　　　　　　　1件
●オムツ、おしり拭き
　新谷　昌和
●牛乳パック
　阿部　正子
●スキーウェア、ダウンジャケット
　横田　洋子
●使用済みプリペイドカード
　ファミリーマート石岡第一病院前店
　ファミリーマート石岡正上内店
●靴下
　十二所体操クラブ
●毛布
　匿名　　　　　　　　　　1件
●紙おむつ
　匿名　　　　　　　　　　1件

（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。

まごころの橋渡し

令和３年１月１日から２月28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。

　障がい者福祉のためにお預かりした寄付金を
活用し、市内にある障がい者施設２０ヶ所に消毒
液を寄贈させていただきました。

施設からの声
・貴重なご寄付より消毒液をいただきありがとう
　ございます。コロナに負けないよう私たちも頑
　張ります。

・消毒液のご寄付ありがとうございます。
　大切に活用させていただきます。

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 79号
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　住民に必要な福祉に関する情報を広めることも
一つの役割です。広報誌や届け物をポストに入れ
るだけではなく、直接顔を合わせて伝える事で安
否確認も兼ねています。
　何か困ったら気軽に相談できるという安心感に
もつながります。

　訪問活動により、介護予防、コロナ感染予防など、その時々
に必要な情報（チラシ）を提供します。お申し出ください。次号は「Vol7 ～令和 2 年度福祉員活動報告～」を掲載します (̂ )̂/

Vol ６ ～福祉員の役割④ひろめる【福祉に関する情報提供や福祉意識に関する啓発等】～

お問い合わせ
本所（玉里）　☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）
小川支所　　　☎ 58-5102（小川保健相談センター内）
美野里支所　　☎ 36-7330（四季健康館内）

なんとなく不安・心配という感じも誰かに話せば少しでも
楽になるかもしれません。お気軽にお電話ください。

うちに閉じこもりがちで運動不
足になりそう。
楽しみがなくて刺激がない。

これまでのボランティア活動がで
きなくなったので、何か地域貢
献できる活動はないかな？

家族でうちにいることが多くなっ
て、子ども達がゲームばかりして
いるので、何かアドバイスがほし
いな。

近所に住む方のポストに郵便物
がたまっているので、心配。

小美玉社協にご相談ください！
毎日の生活で心配なこと・困っていることはありませんか？

水戸ヤクルト販売㈱様から「福祉ヤク
ルト寄贈品」をいただきました

㈱セブンイレブンジャパン様より商品の
寄付をいただきました

　市内の福祉増進のために、体温計付きアル
コール噴霧器とパルスオキシメーターをいただ
きました。

　心より感謝申し上げます。
　大切に活用させていただきます。

　令和 3 年 2 月 22 日、㈱セブン - イレブン・ジャ
パン様より、茨城県社会福祉協議会を通じて、食
品や日用品などを寄贈いただきました。
　寄贈品につきましては、「生活応援プロジェクト」
として、ひとり親世帯やコロナの影響により生活が
困 難になっ
ている方 等
へお配りしま
す。

（ 詳 細 は、
P ９を ご 覧
下さい。）

※パルスオキシメーターと
は、動脈血の酸素飽和度と
脈拍を測定できる機器です。

こんにちは！福祉員です！！

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 79号
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貸出品目
・囲碁ボール　　　・オーバルボール　
・スカットボール　・シャフルボード　・ラダーゲッター
・バッゴー　　　　・輪投げ　　　　　・脳トレクイズＤＶＤ　
・体操ＤＶＤ　　　・体操ＣＤ　　　　・テント　　　　・防災ゲーム
・スクリーン　　　・プロジェクター（ＤＶＤ再生機能付もあります）
・綿菓子機　　　　・ポップコーン機　・かき氷機　　　・ガス炊飯器
・テント　　　　　・ガス式コンロセット　・発電機　　・やきいも機
・ホットショーケース　・簡易冷凍庫
・非接触体温計
・ワイヤレスマイクスピーカーセット等

お問い合わせ
小美玉市介護福祉課　☎48-1111（代表）

お問い合わせ
本所（玉里）　☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）
小川支所　　　☎ 58-5102（小川保健相談センター内）
美野里支所　　☎ 36-7330（四季健康館内）

　地域活動の活性化を図る目的に様々な行事
機器の貸し出しを行っています。地域や学校、
サロン、老人クラブ等において、ぜひご活用
ください。

（利用料：無料～ 500 円）

防災ゲーム囲碁ボール オーバルボール

体操ＤＶＤ

　

本所（小川・玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330

お問い合わせ
お 申 し 込 み

本所（小川・玉里）☎37-1551お問い合わせ

　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。

新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります。

※お弁当をお持ち帰り
　いただきます。

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　　

行事機器貸し出します（要予約）

開催日
サロン・ド・おがわたまり　4月5日（月）、5月10日（月）
サロン・ド・みのり　　　　4月12日（月）、5月17日（月）

開催時間　午前10時～午前11時30分

参加費　１回 300 円 / 名

　市内在住の方で閉じこもり予防・要介護状態になることを予防するために運動・創作活動・外出支援等のサービスを
提供し、自立した生きがいのある生活をしていただく交流の場を提供しています。

　新型コロナウイルスの影響により、人が集まる場所や電車内での「咳」「くしゃみ」がしにくいとの相談を受け、「花
粉症バッジ」を作成しました。缶バッジは 2 個 100 円で販売。売上金は、市内の福祉事業に活用させていただきます。

販売場所
・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
・美野里ともいきプラザ

『介護予防教室』　介護予防で同年代の方との交流を楽しんでみませんか？

花粉症バッジ販売・売上金は市内地域福祉活動へ （2個100円）

対象者　65 才以上の事業対象者、または要支援認定の方
開催日　毎週月～金曜日
　　　　（年末年始・祝日を除く）
場　所　「介護予防教室たまり」　玉里保健福祉センター
　　　　「介護予防教室みのり」　四季健康館　
利用時間　午前 10 時～午後 3 時　＊利用は週 1 回となります
参加費　１回 800 円（昼食代含む）/ 名　＊自宅まで送迎します！

※バッジ大きさ約５cm
※デザインはいろいろです。
※数に限りがあります。
　なくなり次第販売終了。

チラシ QR

スカットボール

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 79号
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心配ごと相談所のご案内
　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 一般相談／☆法律相談
☆法律相談は、事前予約制です。

相 談 料 無　料

相 談 日 原則水曜日　午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分
☆印…法律相談

お問い合わせ
予 約・ 相 談

本所（玉里）
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。

4月
7 日 14 日☆ 28 日☆

美野里支所 本所（玉里） 小川支所

5月
12 日☆ 19 日 26 日☆

美野里支所 本所（玉里） 小川支所

頑張りすぎない在宅介護のコツ
　　責任感を持つのは大切なことですが、「完璧な介護」を目指す必要はありません。
　　肉体的にも精神的にも「がんばりすぎ」は長続きしません。
　　結果的に介護者が心身ともに追いつめられて虐待などの悪影響を及ぼしてしまうこと
　にもなりかねません。

介護は日常生活の一部です
　　過度な責任感で自分を追い詰めるのではなく、気楽に気長に構えてのぞみましょう。
　　介護者の心の余裕は要介護者にも伝わり、お互いの信頼や安心感にもつながります。

介護者の負担を軽くするポイント

おうちでかいごの知恵袋　～介護をするための心得～

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

各種サービスを利用する

介護しやすい環境をつくる みんなで支えあう

プロに相談する

介護者同士の輪を広げる

　介護保険をはじめ各種の介護
サービスを利用することで負担が
軽くなるだけではなく、より効果
的な介護が期待できます。

　介護に適した住宅改修や福祉用
具の利用によっても介護者の負担
は軽減でき、同時に要介護者の行
動範囲も広がります。

　介護の負担が誰か一人に集中しな
いように、みんなが自分の役割を探
しましょう。

　疑問や問題は、ケアマネジャーや
自治体の相談窓口に相談することで
適切な助言や利用可能なサービスな
どを紹介してもらえます。

　介護者同士の輪を広げることで
情報交換だけではなく、悩みの共
有が負担を軽くしてくれます。
※小美玉市では「介護者のつどい」

「ぐちっぺサロン」「オレンジカ
フェ」などがあります。

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～

　規模を縮小し、感染予防に注意して開催します。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。マスク着用の上、ご参加ください。

昼 食 代 1,000 円 / 名

対 象 者 外出可能な市内在住の高齢者等

募集人員 10 名

4 月
開催日 15日 ( 木 ) 22 日 ( 木 ) 30 日 ( 金 )
電話予約 5日(月)午前9時～ 12日(月)午前9時～ 19日(月)午前9時～
地　区 玉里 小川 美野里

5月
開催日 13日（木） 20日（木） 27日（木）
電話予約 4/26(月)午前9時～ 10日(月)午前9時～ 17日(月)午前9時～
地　区 玉里 小川 美野里

新型コロナウイルスの感染状況により中止または予定を変更する場合があります。開催状況は電話予約日にお問い合わせください。
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サ ロ ンとは、地域の皆さんが運営する、仲間づくり・居場所づくり・生きがいづくりのための通いの場です。
　現在、市内には60ヵ所以上のサロンがあります。みんなでお茶を飲んだり、おしゃべりしたりできる場所です。
　コロナ禍においても様々な工夫やアイディアで活動するサロンが増えてきています。
　サロンを立ち上げたい、サロンに参加したい方は、お気軽にご相談ください。

【事前予約のお申込み】
＊コロナウイルス感染予防のため、密にならないよう、予約制にいたします。

・申込期日　令和3年３月25日(木)～４月30日(金)
・受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日は除く）
・申込方法　本所　37-1551　またはメール
※メールでお申込みの方は、QRコードをダウンロード
　してください。
・お名前、ご住所、ご連絡先、受取場所、家族構成、
　生活状況などをお伺いいたします。
※受取時間のご都合が合わない方は、ご相談ください。

　

今回ご紹介するサロンはこちら！
　
ぐちっぺサロン
　皆さんこんにちは。ぐちっぺサロンです。
　私たちぐちっぺサロンは、介護をしている方、介護経験者などの集まりです。介護は先が
見えず忍耐が必要な仕事です。自信をなくすこともたびたびあります。そんな時体験談など
を聞いて、励まされたりします。
　お花見や子どもたちとの交流、レストランでのお食事、そば打ち、健康体操、カラオ
ケなど楽しい時間を過ごしています。
　どなたでも入れますので、多くの方々の参加をお待ちしております。
日　時　毎月第 2 水曜日　午前 10 時～正午　　場　所　川名宅　
参加費　1,000 円 / 回　　連絡先　川名　090-3599-9459

気軽に集える地域の居場所「ふれあい・いきいきサロン」

お問い合わせ 本所（玉里）
美野里支所

☎ 37-1551
☎ 36-7330

父子家庭応援事業　小学校給食用ランチマット贈呈します

新生活応援プロジェクト　～食料品・生活雑貨を無料でお配りします～

　地域のボランティアさんが「小学生がいる父子家庭の皆さんに少しでも子育ての負担軽減になれば」と、手
作りのランチマット（5 枚セット）を寄付してくださいました。
　希望する方は、数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。

対象
市内在住で小学生のお子様がいるひとり親家庭

（父子世帯に限る）

配布場所 本所（玉里保健福祉センター）
美野里支所（四季健康館）

申込方法 本所 37-1551（平日８時 30 分～午後５時 15 分）、メール（QR）

申込締切 令和３年４月 30 日（金）

メ ー ル 申 込
QR

　小美玉市内の平成 14 年 4 月 2 日以降に生まれた子どもと同居するひとり親世帯、コロナウイルスの影響により生活
が困難な方などへ、無料で配布させていただきます。　※事前予約制です

＊この事業には、㈱セブン - イレブン・ジャパン様の寄贈品及び新型
コロナウイルス感染拡大下の住民生活応援助成金を活用しています。

（例）食料品（缶詰 ・米 ・菓子・カップラーメン・レトルト食品など）
　 　 生活雑貨（ティッシュ・歯ブラシ・歯みがき粉・マスク・シャンプーなど）

【受取について】
・受取日　令和３年３月 29 日(月)～土・日・祝日は除く
・場　所　①本所（玉里保健福祉センター）
　　　　　②小川支所（小川保健相談センター）
　　　　　③美野里支所（四季健康館）
・時　間　午前 9 時～午後 5 時 15 分
　　　　　ご予約の日時にお越しください。
※ご都合が悪くなった場合は、事前にご連絡ください。

※数に限りがあるため、配布物品は各家庭で異なります。予めご了承ください。

先着 60 世帯
（1世帯1セット）
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ボランティアに関する
お 問 い 合 わ せ

本所（小川・玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330ボランティアコーナー

食の支援・きずなＢＯＸに食品を入れてください
ＢＯＸ設置場所：四季健康館・玉里保健福祉センター

　「ＮＰＯ法人フードバンク茨
城」と連携し、きずなＢＯＸ（食品
収集箱）を設置しています。ご家
庭などからの食品を入れていた
だけると、生活困窮世帯や児童
養護施設、子ども食堂などへの
食の支援になります。

☎28-7721

ボランティア活動保険
加入手続きはお済みですか

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施中。ご来店お待ちしております。

　ボランティア活動中の様々な事故による「ケガ」や「損
害賠償責任」を補償します。
　補償期間は、4 月 1 日～ 3 月 31 日（年度毎）です。
中途加入の場合は、加入申込日の翌日からになります。
令和 3 年度の活動保険の加入については、令和３年
3 月から本会において加入手続きができ
ます。パンフレットが必要な方は本会へ
ご連絡ください。

保険料等についてはこちら▶

加入プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン

保険料
（1 名あたり） 350 円 500 円

案内 ボランティア活動保険 
ボランティア活動中のさまざまな事故による「ケガ」や「損害賠償責任」を補償します。 
補償期間は，4月1日～3月31日（年度毎）です。中途加入の場合は，加入申込日の翌日からに
なります。令和3年度の活動保険の加入については、令和2年3月から本会において 
加入手続きができます。パンフレットが必要な方は本会へご連絡ください。 

保険金額等についてはこちら▶ 
加入プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン 

保険料（1名あたり） 350円 500円 
 

美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721（担当：長谷川）お問い合わせ

✿オレンジカフェ（認知症カフェ）通信✿

✿『ランチ&カフェ木もれ陽』のご案内✿

開催日　４月８日（木）、５月 12 日（水）
時　間　午後２時～４時（出入り自由）
場　所　美野里ともいきプラザ
　　　　　ランチ＆カフェ木もれ陽
参加費　飲み物かデザート１品ご注文くだ
　　　　さい（300 円程度）

　認知症の人とその家族のためのカフェです。専門職が常駐しておりま
すので、認知症について知りたい方、相談したい方の参加も歓迎します。
＊毎月１回、基本的に奇数月の第 2 水曜日、偶数月の第 2 木曜日に開催します。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて
中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

　「子どもが好き」「絵本が好き」「生きがいがほしい」・・・
　そんなあなたを待っています！
　学校や保育施設等で私たちと一緒に絵本の読み聞か
せボランティアをしませんか？
　ボランティア活動には、相手だけでなく自分も幸せ

にする効果があり
ます。
　お気軽にお問い
合わせください。

グループ名／『ひこうせん』おはなしの会
お問い合わせ　本所　☎ 37-1551

読み聞かせボランティア

ご寄付いただきたい食品
・缶詰　・瓶詰め　・お米　・インスタント食品
・レトルト食品　・パスタ、うどん、そば等の乾麺

〈お願い〉※常温保存可能、未開封で、賞味期間が２カ月以上
　　　　　　あるものをお願いします。
　　　　　※生鮮食材・要冷蔵・冷凍食品はお預かりできません。

お問い合わせ
本所（玉里）　　　☎ 37-1551
フードバンク茨城　☎ 029-874-3001

営業日　月曜日～金曜日　午前 11 時～午後 5 時 30 分
　　　　（年末年始・祝日を除きます）
　　　　ランチタイム　午前 11 時～午後 2 時 30 分
　　　　カフェタイム　午後 2 時 30 分～午後 5 時 30 分
場　所  小美玉市羽鳥 2673-3　羽鳥駅西口前
　　　　美野里ともいきプラザ内　28-7721
内　容　ランチ各種メニュー取り揃えております。しょうが焼き、
　　　　カツ丼、麦とろご飯、オムライスなどセットがおすすめです。
　　　　カフェタイムでは、ホットケーキやシフォンケーキなど珈琲や紅茶と
　　　　合わせていかがですか？

各種お弁当、レストランメニューの
テイクアウトご注文受け付けます。
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