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　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。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、話し相手等として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。

赤い羽根共同募金 実績報告  ……………… P2 ～ P3

まごころの橋渡し ～善意銀行報告～ ……………… P4

小美玉市社会福祉協議会会員数中間報告 ………… P5

美野里ともいきプラザ営業中 ……………………… P5

この指と～まれ （福祉のお知らせ）………… P6 ～ P7

ボランティアコーナー ……………………………… P8

開催日　4月11日（木）、５月15日（水）
　　　　午後 2 時～４時（出入り自由）
場　所　美野里ともいきプラザ

認知症の方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や相談したい方の参加も
歓迎します。
※毎月１回開設しています。 美野里ともいきプラザ ☎28-7721お問い合わせ

オ
（認知症カフェ）

レンジカフェ開催しています
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個人大口募金のご協力（10,000円以上）
柳瀬　栄一　　伊藤　育子　　　細山　美好　　　加藤　勲　　　竹内　昌信　　　中嶋　武男　　　宮内　晃一　　　京川　舞

　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”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）

8,405,039 円
9,508 件

3,374,469 円
9,583 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）

73,708 円
9件

ボランティアの方々にご協力い
ただき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）

392,920 円
72件

120,300 円
30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）

374,917 円
34件

市内の小・中学校、幼稚園・保
育園より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）

235,028 円
76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）

53,804 円
5件

福祉にっこりまつりやスポレク
デー、産業まつりなどのイベン
ト開催時に実施した募金

個人募金
（戸別以外の個人募金）

268,679 円
9件

86,800 円
3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）

568,822 円
88件

57,426 円
3件

店舗等に設置した募金箱（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 10,372,917 円 3,638,995 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！
平成30年度 赤い羽根 共同募金　  実績報告 平成31年３月８日現在

産業まつり

スポレクデー

羽鳥駅

クレハ労働組合様 はとり保育園様

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

㈱前川林業
㈱新堀自動車
アッちゃん弁当美野里店
アイアグリ㈱しんしん美野里店
㈲カタクラ商事
栗原紙材㈱美野里事業所
㈱一昇金属
丸茂産業㈱
そば処たむら
㈱内田化工
勇ちゃん食堂
三英電業㈱茨城営業所
白帆ロジテム㈱
ひょうたん美術館
イトウ製菓㈱水戸工場
茨城マイカー販売㈱
㈱ハタヤモータープール
美野里病院
㈱ゆにろーず茨城T.S店
大陽日酸エネルギー関東㈱水戸支店
㈱ハーベストジャパン

いばらきコープ物流センター
㈱鶴町製作所
森永牛乳配合㈱
珍来　美野里店
トヨタカローラ新茨城美野里店
茨城ダイハツ販売㈱
トヨペットテクノリペアセンター美野里店
トヨタレンタリース茨城㈱
トヨタホーム茨城㈱
茨城トヨタ自動車㈱美野里店
君山自動車㈱
茨城トヨペットＵカー6号美野里店
三美運輸㈱
㈱協同企業
交易食品㈱茨城工場
JA全農ミートフーズ㈱
ＤＲＰネットワーク㈱
アジア熱処理技研㈱茨城工場
大和田建材
トヨタL＆F茨城㈱
㈱おがわ

㈱セントラスエステート
美野里農事試験場
聖書学院
飯塚運輸㈲
㈲七福
羽鳥駅前ハイヤー㈲
㈱茨城ハウジング
㈱川又商会
㈱柳川採種研究所
サイクルショップナガイ
真家電気
羽鳥デンタルクリニック
㈲岩本石材
エフ.アイ.トラベル
古谷美容室
メグミ
㈲タヤマ
㈲梅屋百貨店
㈱クボタ総建
㈱スズヤ
森ガラス

レストランフレンチ
山田洋品店
㈲イチムラ
長島内科
亀山建設㈱
㈲三代田自動車工業所
常陽交通㈱
昭和鶏卵㈱

小川南中学校
小川北中学校
美野里中学校
玉里中学校
小川小学校
上吉影小学校
下吉影小学校
橘小学校
野田小学校
堅倉小学校
竹原小学校
納場小学校
羽鳥小学校
玉里小学校
玉里北小学校
玉里東小学校
元気っ子幼稚園
堅倉幼稚園
納場幼稚園
羽鳥幼稚園
美野里幼稚園・保育園

玉里幼稚園
ルンビニー学園幼稚園
すずらん保育園
さくら第二保育園
さくら保育園
ひばり保育園
太陽保育園
四季の杜保育園
納場保育園
はとり保育園
玉里保育園
玉里第二保育園

小美玉市老人クラブ連合会小川支部
生きがい外出サポート事業参加者
けやき会チャリティーコンサート
小美玉市老人クラブ連合会美野里支部
羽鳥女性会
JA新ひたち野女性部美野里支部
堅倉小昭和36年度卒同窓会
小美玉市ゴルフ連盟

小美玉市ダンススポーツ連合会
介護予防たまり参加者
クレハ労働組合
恵泉キリスト教会　小美玉チャペル
JA新ひたち野産地直売所みのり運営協議会
小川サッカースポーツ少年団
小川南病院

（医）石岡脳神経外科病院 
㈱クレハ
橋場鐵工㈱茨城事業所
ぺんてる㈱茨城工場 
大津内科クリニック
㈱丸玉産業茨城工場
㈱サニクリーンジャスト茨城工場
やまぐち医院

小塙医院
東洋螺子精機㈱
根崎解体工事㈱
東洋発條㈱石岡工場
㈱コバヤシ石岡工場
三笠産業㈱
㈲玉里クリーン
わらべや日洋

航空自衛隊百里基地
㈲内山家具店
百里サンハウス
㈱松坂屋
さくら第二保育園
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）

平成30年７月
豪雨災害(西日本) 11件 1,020,520円 

平成30年７月
豪雨災害(広島県) 4件 43,755円 

平成30年
北海道胆振東部地震災害 4件 61,366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

順不同・敬称略

太陽保育園様 納場保育園様

赤い羽根協力店 （募金箱の設置をお願いしています） 平成30年度受け入れ義援金
空のえきそ・ら・らJA直売所
㈲フレッシュマートまつだ
㈱エコス小川店
㈲内山家具店
空のえきそ・ら・らウェルカム
センター
㈱不二家常陸小川バイパス店
㈱アダチ石油店
　小川東バイパスＳＳ
ツルハドラッグ茨城小川店
㈲丸正石油店
新ひたち野農業協同組合
　小川支店
㈱アインホールディングス
　アイン薬局小川店
新ひたち野農業協同組合
　小川中央支店
㈱アコーディア・ゴルフ
　石岡ゴルフ倶楽部
ファミリーマート小美玉下馬場店
空のえきそ・ら・らJA物産館

ファミリーマート小川上吉影店
ＳＫＹ　ＡＲＥＮＡ
ファミリーマート小川中延店
フクダペットクリニック
JA新ひたち野産地直売所みのり
セイミヤアスタ玉里店
仙郷
ウェルシア小美玉美野里店
ウェルシア小美玉羽鳥店
ウェルシア小美玉玉里店

（医）古宿会
ビューティーサロン古谷
菅谷商店
㈱小美玉ふるさと食品公社美野里売店
とうがさき写真館
美野里ともいきプラザ
旅館　かと家
トップクリーニング本店
仲屋石油店
スーパータイヨー美野里店
ユーロガレージ

カットハウスカモイ
トキワ園芸農業協同組合
　花木センター
大島屋
柴田精肉店
セブンイレブン美野里羽刈店
タイヤガーデンなかね
美野里タイヤ㈲
ヘアーサロンいせやま
池田輪業㈱
セイミヤ小美玉店
かめだや
㈱エコス 美野里店
ツルハドラッグ羽鳥店
㈱坂東太郎　坂東太郎ビュ
ッフェレストランそ・ら・ら
小美玉温泉ことぶき
㈱アビック
㈱小美玉ふるさと食品公社
　空のえきそ・ら・ら売店

本田町 197,000 59,100 
中田宿 31,000 9,300 
大　町 17,600 4,400 
川　岸 44,000 27,000 
横　町 24,200 5,800 
橋　向 32,000 13,000 
坂　下 32,000 9,600 
二本松 190,000 57,000 
下馬場 10,000 10,000 
小　塙 31,000 31,000 
立　延 59,000 17,700 
中　根 44,100 18,900 
下田（一） 51,000 15,300 
下田（二） 19,900 5,900 
宮　田 44,000 13,000 
幡　谷 32,000 9,600 
川　戸 112,000 33,600 
稲荷坪 31,200 7,800 
野田本田 22,000 6,600 
新　林 20,000 10,000 
野田古新田 22,885 6,808 
隠　谷 57,500 32,900 
鷺　沼 83,000 24,900 
伏　沼 74,625 22,200 
山　川 101,000 30,300 
世　楽 70,000 21,000 
上吉影 115,000 34,500 
前　原 48,000 14,400 
飯　前 120,395 35,816 
上　合 59,000 25,700 
前　野 44,000 13,200 
宿 68,250 16,250 
下吉影荒地 42,000 14,100 
下吉影本田 37,000 11,100 
貝　谷 41,000 12,300 

下吉影南原 21,900 6,500 
下吉影古新田 40,000 12,000 
百里自営 14,000 4,200 
羽木上 56,000 16,800 
与　沢 112,000 56,000 
外之内 91,000 27,300 
倉数川前 82,000 20,500 
倉数川向 89,700 26,500 
与沢百里 34,500 12,200 
清水頭 75,000 22,500 
山　野 53,000 15,900 
田中台 68,900 21,600 
小川ニュータウン 109,800 40,300 
雷神前住宅 15,000 15,000 
六万住宅 6,000 2,000 
みのり台住宅 11,000 3,300 
羽生住宅 12,000 6,000 
東山団地 15,000 4,500 
山野台 27,000 8,100 
山野住宅 10,000 6,000 
勘兵エ山団地 3,000 2,500 
谷中台団地 9,000 2,700 
坂本住宅 4,000 2,500 
サンシャイン野中 23,000 6,900 
北山住宅 6,965 2,072 
小川グリーンタウン 2,100 1,400 
堅　倉 128,500 112,000 
大　曲※ 151,000 32,500 
仲　丸 20,000 20,000 
西明地 14,000 4,200 
小岩戸※ 131,000 62,100 
上小岩戸 49,000 24,500 
西郷地※ 269,500 193,500 
柴　高 63,500 63,500 
上鶴田 28,000 8,400 

下鶴田 51,000 25,500 
長　砂※ 14,500 8,700 
三　箇 79,500 43,600 
先　後 72,000 21,600 
清風台 100,500 70,350 
張　星 49,300 23,400 
部　室 98,400 27,600 
納　場 65,000 32,500 
江　戸 29,400 12,600 
江戸住宅 185,500 55,900 
羽　刈 91,000 45,500 
五万堀 132,000 33,000 
北　浦 180,000 50,000 
高　田 36,000 18,000 
手　堤 32,000 9,500 
大　笹 46,000 23,000 
寺　崎 56,100 17,100 
竹　原 229,500 77,100 
竹原下郷 83,000 24,900 
中野谷 36,000 36,000 
上馬場 21,000 0 
竹原中郷 103,500 46,050 
小曽納 57,000 26,900 
花野井※ 113,500 60,400 
中　台 50,000 21,000 
希望ケ丘 120,000 30,000 
大　谷 60,000 18,000 
金谷久保 21,000 10,500 
十二所 212,000 106,500 
高　場 79,000 51,400 
羽　鳥 90,100 62,700 
脇　山 145,500 87,300 
花　館※ 171,000 85,500 
駅　前※ 231,050 53,200 
東　平 122,000 36,600 

旭 140,000 42,000 
羽刈前 49,000 24,500 
市営住宅 62,000 18,600 
中　峰 13,000 13,000 
羽鳥東 3,500 0 
岡 69,000 20,150 
大井戸平山 114,200 45,300 
川中子 44,300 26,800 
上高崎 105,000 31,500 
下高崎 93,000 27,900 
玉里中台 113,000 55,600 
松　山 84,000 26,400 
第二東宝 99,000 29,700 
大　宮 112,795 45,295 
田木谷駅前 54,000 16,200 
田木谷 56,000 16,800 
新田木谷 49,000 14,700 
栗又四ケ 30,000 9,000 
みどり野 35,000 7,000 
第三東宝 19,500 7,600 
玉里団地 43,000 43,000 
野村田池 35,750 9,750 
新高浜第一 47,000 13,800 
新高浜第二 66,000 19,800 
行政区以外の世帯 111,566 27,402 

合　計 8,753,981 3,480,143
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　セブンイレブン美野里羽刈店
　セブンイレブン石岡運動公園前店
●葉書（未使用、書き損じ）
　ほっとサロン
　井坂　優子
　横田　佳夫
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ベルマーク
　福田　八千代
●衣類
　大森　富子
　ほっとサロン
　伊藤
　小松﨑　由美子
　橅木　正幸
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●文房具(ペン・鉛筆）、模造紙
　小松﨑　由美子
●介護用ベッド、大人用紙おむつ、
　シルバーカー
　橅木　正幸
●お菓子
　パールショップともえ　石岡店
●小皿
　ほっとサロン
●食器、食膳
　大井戸平山区稗倉常会
●里芋、白菜、漬け物
　坂本　俊子
●スクエアステップマット、パズルマット
　ゆうあいサロンかたくら
●牛乳パック
　阿部　正子
●米
　堀米　せつ子
●雑貨、大根、大人用紙おむつ2件、
　靴、ぬいぐるみ、折りたたみ自転車、
　健康器具
　各匿名

寄 付 金

寄付物品

（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

小美玉市立小川南中学校様

小美玉市すみれカラオケ会様

平成31年1月4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。

合計9件　243,152円
●604円
　目黒
●10,000円
　山口　義子
●100,000円
　㈱トヨタレンタリース茨城
●3,000円
　佐藤　憲喜
●39,029円
　小美玉市すみれカラオケ会…★
●81,519円
　第26回４地区チャリティゴルフコンペ
●9,000円
　匿名　　　　　　　　　　　3件

●アルミ缶
　おみたまクッキング倶楽部
　リスクサポート　狩谷　等
　みつばちサロン
　後藤　敏彦
　ハートフルハンド玉里
　福田　八千代
　グループホームたまり
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　石井　亨
　押手　正雄　　　　　　　　2回
　藤本　芳正
　坂上老人会
　長谷川　和子
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　中田宿町
　伊藤　正廣
　大正琴「霞琴の会」
　横尾　幸子
　小美玉市小川公民館　　　　2回
　前原区　　　　　　　　　　3回
　㈲大形屋商店　　　　　　　2回
　小美玉市役所玉里総合支所　4回
　長谷川　恵喜
　菅谷　昭次
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部　女性委員会
　㈱コナン精工
　飯前陽だまりサロン
　津田瓦店
　上合はつらつ会
　倉数川前火の吠地区
　船見　静子
　南農産運輸㈱
　㈱柳川採種研究会
　恵泉キリスト教会 小美玉チャペル
　東平女性会
　長谷川　恵喜
　西郷地ミセス5
　修善院
　駅前ゆーわ
　近田　すえ子
　橋本旅館
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●切手（未使用、使用済み）
　昭和鶏卵㈱

　ぺんてる㈱　茨城工場
　後藤　敏彦
　長谷川　和子
　フォルム㈱
　㈱内田化工　　　　　　　　2回
　横田　佳夫　　　　　　　　2回
　井坂　優子
　四季の杜保育園
　茨城マイカー販売㈱
　㈱柳川採種研究会
　安達　芳子
　修善院
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●古紙
　後藤　敏彦
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　佐川　文子
　横尾　幸子
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　小川南病院　　　　　　　　8回
　JA新ひたち野　池花支店　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　2回
　JA新ひたち野美野里農機センター　2回
　小美玉市役所小川総合支所
　小美玉市役所玉里総合支所　4回
　㈱柳川採種研研究会
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会
　㈱コナン精工
　飯前陽だまりサロン
　小美玉市小川図書館　　　　2回
　修善院
　恵泉キリスト教会 小美玉チャペル　3回
　上合はつらつ会
　㈱柳川採種研究会
　明光義塾小川教室
　西郷地ミセス5
　修善院
　近田　すえ子
●ペットボトルキャップ
　小美玉市生涯学習センターコスモス
　八文字　善一　　　　　　　2回
　おみたまクッキング倶楽部　2回
　リスクサポート　狩谷　等　2回
　みつばちサロン　　　　　　2回
　たまりメリーホーム
　小美玉市母子寡婦福祉会　　2回
　石橋　吉生
　山三印刷㈱
　昭和鶏卵㈱
　ダンスアカデミー美野里 松本 悦子
　ぺんてる㈱　茨城工場
　山村　當子
　桜井　愛桜
　古澤　康弘
　ハートフルハンド玉里
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　福田　八千代
　ほっとサロン
　中村　博
　グループホームたまり
　小美玉市立小川南中学校…★
　小美玉市立小川小学校

　石井　清文
　藤本　芳正
　藤本　葵、彩希
　佐川　文子
　堀米　あき
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　村山　フヂ
　伊藤　正廣
　中根老人会
　横尾　幸子
　堀江　こうたろう
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　納場保育園
　小美玉市役所小川総合支所
　宮内　幸雄
　㈲大形屋商店
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　十二所体操クラブ
　菅谷　昭次
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会
　長谷川　みち子
　小美玉市役所玉里総合支所　3回
　阿部　正子
　飯前陽だまりサロン
　小川南病院　　　　　　　　2回
　㈲東光物流
　修善院
　大和田　波江　　　　　　　2回
　長堀　明子
　竹内　昌信
　㈱茨城オートパーツセンター　2回
　小倉　孝芳
　認定こども園さくら園
　井坂　敦子
　上合はつらつ会
　四季の杜保育園
　恵泉キリスト教会 小美玉チャペル　2回
　高場区子供会
　東平老人会
　㈱石崎製作所
　青山　天子
　赤塚　加代子
　西郷地ミセス5
　駅前ゆーわ
　近田　すえ子
　真家電気
　匿名　　　　　　　　　　　4件
●アルミプルトップ
　八文字　善一
　ハートフルハンド玉里
　ぺんてる㈱　茨城工場
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　十二所体操クラブ
　㈲鬼澤商事
　小川南病院
　青山　天子
　真家電気
　大和田　波江
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●テレフォンカード等（未使用、使用済み）
　船見　静子

あなたもできる食の支援 ～食品収集箱きずなBOXが四季健康館に設置してあります～
　本会は「ＮＰＯ法人フードバンク茨城」と連携し、きずなＢＯＸを設置しています。
　きずなＢＯＸ（食品収集箱）に、ご家庭で少し余分になった食品を入れていただけると、生活に困窮している世
帯や児童養護施設・福祉施設等へ食の支援を行うことができます。
設置場所　四季健康館ふれあいホール前
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（乾）・調味料・飲料
※食品は常温管理できるもので未開封、賞味期間が２ヶ月以上あるものをお願いします。
※特に、生活困窮者への支援に必要な缶詰・レ
トルト食品など、すぐに食べられる「おかず
になる」食品が不足しています。

お問い合わせ
　ＮＰＯ法人フードバンク茨城

〒300-1221  茨城県牛久市牛久町1024-1
☎/FAX 029-874-3001  営業時間 月、水、金 午前10時～午後4時
ホームページ  http://sites.google.com/site/fbibaraki/
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　世帯会員 9,281 件、個人会員 50 件、法人団体会員 152 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。

平成30年度小美玉市社会福祉協議会会員数中間報告（平成31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）行政区 会員数
（件）

世帯会員世帯会員

個人会員個人会員 　上高崎　２件　　田中台　１件　　行政区外　３件　　本会職員　44 件　　　　　　　　　　　　小計 50 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 152件

年額 1,000 円

年額 1,000 円以上

本田町 200
中田宿 31
大　町 22
川　岸 56
横　町 22
橋　向 33
坂　下 32
二本松 194
下馬場 55
立　延 59
中　根 64
下田（一） 51
下田（二） 20
宮　田 40
播　谷 19
川　戸 112
稲荷坪 39

野田本田 22
新　林 20
野田古新田 23
隠　谷 29
鷺　沼 83
伏　沼 75
山　川 101
世　楽 70
佐　才 169
上吉影 116
前　原 48
飯　前 121
上　合 59
前　野 45
宿 67
下吉影荒地 42
下吉影本田 37

貝　谷 41
下吉影南原 22
下吉影古新田 40
百里自営 14
羽木上 57
与　沢 114
外之内 92
倉数川前 82
倉数川向 84
与沢百里 39
清水頭 75
山　野 53
田中台 47
小川ニュータウン 77
堅　倉 207
大　曲 65
仲　丸 40

西明地 14
小岩戸 128
上小岩戸 49
西郷地 156
柴　高 128
上鶴田 28
下鶴田 44
長　砂 27
三　箇 90
先　後 72
清風台 200
張　星 64
部　室 84
納　場 65
江　戸 44
江戸住宅 174
羽　刈 92

五万堀 133
北　浦 150
高　田 36
手　堤 32
大　笹 46
寺　崎 57
竹　原 275
竹原下郷 84
中野谷 74
上馬場 42
竹原中郷 94
小曽納 58
花野井 130
中台区 23
希望ケ丘 120
大　谷 60
金谷久保 21

十二所 215
高　場 100
羽　鳥 147
脇　山 300
花　館 166
駅　前 166
東　平 123
旭 139
羽刈前 49
羽鳥市営住宅 62
中　峰 26
羽鳥東 3
岡 54
大井戸平山 131
川中子 64
上高崎 105
下高崎 94

玉里中台 101
松　山 87
第二東宝 99
大　宮 129
田木谷 56
田木谷駅前 54
新田木谷 49
栗又四ヶ 30
みどり野 35
第三東宝 22
玉里団地 85
野村田池 34
新高浜第一 44
新高浜第二 66
雷神前住宅 16
六万住宅 7
みのり台住宅 11

羽生住宅 10
東山団地 15
山野台 27
山野住宅 20
勘兵エ山団地 5
谷中台団地 6
坂本住宅 5
サンシャイン野中 23
北山住宅 7
備前山住宅 4
本会職員 8
行政区以外 63 

合　計 9,281

㈱一昇金属
㈱カンエイ
新ひたち野農業協同組合
新越化成工業㈱茨城工場
三笠産業 ㈱茨城工場
梅久
東洋螺子精機㈱
根崎解体工事㈱
東洋発條工業㈱
㈲玉里クリーン
㈱コバヤシ 石岡工場
㈱本田 小川支店 
日の出自動車工業
㈱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㈱
ぺんてる㈱茨城工場 
ウォータースタンド㈱石岡支店
ハンターダグラスジャパン㈱茨城工場
㈱関川畳商店

（宗）円妙寺

やまぐち医院
㈲平戸タイヤ

（福）聖隷会
たまりメリーホーム
浅野自動車工業
茨城トヨタ自動車㈱小川店
リスクサポート狩谷　等
㈱大塚屋商店　
㈱茨城福祉サービス
㈲ヨシフク
㈱ロングライフ
石崎印刷（株)
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㈱
常陸空調サービス㈱
㈱ミトヨセサービス茨城
深澤通信工業㈱

（公社）石岡地方広域シルバー人材センター

㈲サンエスリース
㈲アトラス
水戸ヤクルト販売㈱
高橋興業㈱
東洋プラント工業㈱
㈱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㈱
㈱日本サーモエナー 水戸営業所

（一社）茨城県心身障害者福祉協会
㈱イングトップ
キッズルーム ばんびーに 小美玉館
関鉄観光㈱
㈱クレハ樹脂加工事業所

（福）光風会
小美玉市商工会
野沢歯科医院
イセ食品㈱
茨城トヨペット㈱小川野田店
茨城やまう㈱
㈲内山家具店
小川運輸㈲

小美玉市小川金融団
（医）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㈱
㈱なかじま
㈱フラワージョイ
㈱中村
幡谷印刷㈱
㈱幡谷本店
百里サンハウス
フォルム㈱
㈱松坂屋
南農産運輸㈲
㈱明和技術コンサルタンツ
㈱恵グループ
㈱山義地所
㈲フレッシュマートまつだ
石井自動車整備工場
㈱宮内徳次郎商店
小川ケアセンターみどりの風
長島内科

常陸小川ライオンズクラブ
小規模多機能型居宅介護事業所はるるの郷
㈲プールス
藤江輪業
㈲三代田自動車工業所

（特非）春きゃべつ ひまわりの郷
㈱小川ガス
㈱植田電器
㈱風間建築事務所
㈱タスク
昭和鶏卵㈱
押久保石油店
認知症対応型共同生活介護事業所メディカルホームきらら

（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
㈱アコーディア・ゴルフ 石岡ゴルフ倶楽部
長島漬物食品㈱
茨城交通㈱茨城空港営業所

（福）泰明会
㈲長谷川ホーム
㈲東関東サービス
イトウ製菓㈱水戸工場

㈱鶴町製作所
㈱ハタヤモータープール

（医）美野里病院
㈱ダイショー関東工場
㈱ハーベストジャパン
大陽日酸エネルギー関東㈱
茨城トヨタ自動車㈱美野里店
トヨタホーム茨城㈱
交易食品㈱茨城工場
DRPネットワーク㈱
JA全農ミートフーズ㈱茨城工場
アジア熱処理技研㈱茨城工場
いばらきコープ生活協同組合
三美運輸㈱
森永牛乳配合㈱
トヨタL&F茨城㈱
㈲酒井重興
㈱君山自動車
みのり農事試験場
㈲鬼澤商事
㈱茨城オートパーツセンター
㈱セントラルエステート

沢田電気保安管理事務所
池田輪業㈱
㈱金陽社美野里工場
特別養護老人ホーム青丘園
㈱協同企業
りんご館小美玉
㈲清司工務店
美野里タイヤ㈲
㈱前川林業
認定こども園納場保育園
茨城県中古自動車販売商工組合
茨城マイカー販売㈱
太陽保育園
デイサービスセンタースマイルハート
あいおんの里　羽鳥
栗原紙材㈱美野里事業所
旅館かと家
㈱川又商会
㈲優和商事
㈲上田タクシー

☎28-7721

《手作り工房わくわくショップ ミニワークショップ開催のお知らせ》
✿和小物「ブローチ」
日　時　４月９日（火）、23 日（火）
　　　　午前 11 時～午後 3 時 30 分（30 分程度で仕上がります）
参加料　500 円　　　申込み　美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721

地域介護予防活動支援事業（介護予防教室）のご紹介
　美野里ともいきプラザで実施している介護予防教室は、美野里地区にお住いの 65 才以上の方を対象としています。家に閉
じこもりがちな方、楽しみや生きがいを持って生活を送りたい方、教室に参加して介護予防や認知症予防につなげませんか？
活動日　毎火曜日～金曜日 ( 年末年始、祝日、お盆はお休みになります）
　　　　午前 10 時～午後 2 時 30 分（昼食あり）
場　所　美野里ともいきプラザ２階（エレベーターあり）
内　容　創作活動、シルバーリハビリ体操、脳トレ、健康チェック、小旅行・外出、等
　　　　外出は花見や観劇、本会で開催している他の教室の方々との交流もあります。地域の

行事への参加や健康教室で看護師さんのお話なども実施します。
　　　　昼食はランチ＆カフェ木もれ陽で、毎回温かいお食事が提供されます。
利用料　1 回 650 円（参加料 200 円、昼食代 450 円）＊内容により別途料金がかかることがあります。
申込方法　小美玉市介護福祉課（☎48-1111）へご相談ください。

お花見に行きました
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今回ご紹介するサロンはこちら！
きのこサロン

希望ヶ丘サロン

開催日時は、変更になる場合もあります。

はつらつサロン

サロンの効果

社会福祉協議会は皆さんの
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

☆活動費の助成（５年間）
☆万が一の時のための保険
☆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

　“あったかコミュニティ場”です。地域の子どもたちとの交
流や健康意識を高めて、体操、スポーツをしています。公民
館には誰もが参加できるようにサロンの活動の様子を掲示し
たり、交流の輪が広がっています。お茶菓子も持ち寄って、
和気あいあい楽しくサロンの時間を過ごしています。

　身体も脳も元気になる「はつらつサロン」。健康体操を主に週1回、
みんなで気軽に楽しんでいます。老若男女、どなたでも参加できます。
いつまでも健康でいたいあなた、体験に来てみませんか？

　田中台団地の住人で構成されていま
す。主な活動は、リハビリ体操や茶話会
です。今年度の日帰り旅行は、潮来の二
本松寺へ種類が多く美しい紫陽花を見に
行きました。また、社協さんのご協力で
介護の基礎知識講座を受けました。自治
会からのご協力もあり、輪が広がってい
ます。

日　時　毎月第 2・3・4木曜日　午前 9時 30分～ 11時
場　所　希望ヶ丘公民館　　　参加費　1,500 円 / 年
連絡先　師岡　千慧　☎ 090-8588-8049

日　時　週 1回　午後 1時 30分～ 3時 30分
　　　　（4/1・4/9・4/15・4/22・5/7・5/14・5/22）
場　所　玉里保健福祉センター　　　参加費　実費負担　　　連絡先　久保田　☎ 58-5141

日　時　毎月第１水曜日　午前 10時～ 11時 30分　　
場　所　田中台公民館　　　参加費　100円 /回　　　　
連絡先　島田　ふじ子　☎ 58-1310

発想とアイデアでやりかたはいろいろ！！

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

介護予防サロン 親子サロン

介護者サロン

世代を超えたサロン

外国籍の方と交流するサロン

他にも…　・農業を楽しむサロン　・親同士のサロン
　・障がいがある方のサロン　・趣味を活かしたサロン　等

気軽に集える地域の居場所「ふれあい・いきいきサロン」

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 67号
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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　　

お手伝いボランティア募集　新しいことはじめませんか？？

開 催 日　サロン・ド・おがわたまり　4月8日（月）、5月13日（月）
　　　　　サロン・ド・みのり　4月15日（月）、5月13日（月）
開催時間　午前 11 時～午後１時　　参 加 費　300 円

　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。

　自分探しボランティア養成講座を修了した皆さんが現在は 90 歳以上の方のサロン『サロン・ド・おがわた
まり』の会場 運営をしてくださっています。89 歳 11 ヵ月では入れない 90 歳から参加可能な名誉あるサロ
ンのサポーターになりませんか？
活動日　毎月第１または第２月曜日　　場所　玉里保健福祉センター
活動内容　高齢者（90 歳以上）のお食事会での会場運営、送迎の補助など

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 1,000 円

対 象 者 外出可能な市内在住の高齢者等

募集人員 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！

４月
開催日 11日（木） 18日（木） 25日（木）
電話予約 4/1（月）午前9時～ 4/8（月）午前9時～ 4/15（月）午前9時～
地　区 玉里 小川 美野里

５月
開催日 16日（木） 23日（木） 30日（木）
電話予約 5/7（火）午前9時～ 5/13（月）午前9時～ 5/20（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（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。

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。

４月
3 日 10 日☆ 24 日☆

本所（玉里） 小川支所 美野里支所

５月
8 日 15 日☆ 22 日☆ 29 日☆

小川支所 本所（玉里） 小川支所 美野里支所

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

　茨城県社協発行の「いばらきの社会福祉」
３月号に「サロン・ド・みのり」「サロン・ド・
おがわたまり」の記事が掲載！ぜひご覧く
ださい。

小川支所 ☎58-5102お問い合わせ

茨城県社協
ホームページ
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新会員の紹介

遠藤　喜美江様(90歳)
（倉数）

柳田　はる様(92歳)
（納場）

サロンド取材を受けました
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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

　野田小学校の児童の皆さんが、ひとり暮らしの方々
のふれあい給食会のために毎月絵てがみを描いてくれ
ています。毎回楽しみにさ
れている高齢者からは「大
事にとってあるよ、次が楽
しみ、心が和みます。」とい
うような感謝の声がたくさ
ん届いています。

　平成 30 年度の「ボランティア活動保険」は、3 月
31 日をもって補償期間が終了します。平成 31 年度の
保険加入につきましては、最寄の社会福祉協議会にて
加入手続きができます。
　ボランティア活動保険等詳細についてのお問合せは、
株式会社 福祉保険サービスまでどうぞ。
　TEL/03-3581-4667　FAX/03-3581-4763 
　URL http://www.fukushihoken.co.jp

初心者でも大丈夫！
　地域でのイベントや敬老会で人気のボラ
ンティア「バルーンマイスター『スマイ
ル』」。作る楽しみ、完成したときの感動は
名前のように、みんなを笑顔にします。私
たちと一緒に夢と希望をお届けするバルー
ンアートをしてみませんか？
　年会費：2,000円　　その 他材料代（実費）
　お問い合わせ　代表 田上　☎ 47-0684

　在宅福祉サービスとは、市民同士の助け
あいによる活動です。「支援があれば助か
るんだけど…」という方（利用会員）と「困っ
ている方の役にたちたい！」という方（協
力会員）を結ぶ、会員制の有償サービスで
す。現在、利用会員に対して協力会員が不
足しており、協力会員を募集しています。
協力できる範囲で活動が出来るように、社
協もサポートしていきます。

協力会員になるには ･･･
　・年齢不問（送迎以外）　・心身ともに健康な方　・明るく楽しくハツラツと活動できる方　・地域福祉に関心のある方

活動内容
　・病院の送迎や外出の付き添い見守り　・家事のお手伝い　・育児中の家庭での子育てのお手伝い　など

野田小ボランティア
活動に感謝

人生100年！ 夫婦でボランティア Vol.1

困った時は、お互いさま（在宅福祉サービスセンター事業）

バルーンアート
ボランティア募集

平成31年度ボランティア保険
の加入手続きはお済みですか？

～学生時代からなかよし～
　大学生時代に、ある演奏
会で知り合ったのがキッカ
ケでご夫妻に。共通の趣味
は音楽♪ボランティアで
は、笑顔と会話を絶やさな
い 共 通 の ル ー ル の 下、 お
二人で合わせると 20 近く
の団体や組織に属していま
す。少子化時代で社会の支
え手が減っている中、黒田

さんご夫妻のようなシニアが活躍してくださると地域が元気にな
ります。ご結婚当初から
お二人の間で『疲れない』
関係をずっと保って来ら
れたからこその『今』な
のだと感じました。

黒田惇彦さん・静江さん
（花館在住）
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