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令和４年度 　事  業  計  画

　コロナ禍により、様々な取り組みや行事が制約・中止となる中、高齢者や障がいがある方々に対する福祉サービス
をはじめ、生活支援が必要な方々の日常に欠かせないサービスを途切れることなく提供していくことが必要不可欠で
す。社会資源が不足している分野や生活支援に欠かせない分野のサービスの充実を図っていきます。また、災害ボラ
ンティアセンター運営訓練を始め、業務継続計画（BCP）の策定等を行い有事に備えます。さらに、地域福祉の根
幹である共助の支援は、生活上の困り事を地域の課題と捉え、地域の小さな社会資源を発掘し、市民の声に同じ目線
で耳を傾け、足で稼ぎ、寄り添っていくことで、本会の基本理念である『あなたとつくるふれあいのまち』の実現に
向けて事務事業に取り組んでいきます。

基本方針

重点目標

～組織体制の強化を図ります～
　法人の組織と財務基盤の強化を図るための「第一次小美玉市社会福祉協議会発
展強化計画」の進捗状況を踏まえて組織運営上の課題等について検討見直しを行
います。また、本会の事業・活動の推進のために、市民目線での対応を心掛け、
ボランティアや職員がやりがいを持って活動できるよう支えていきます。

～デジタルコミュニケーションの活用を進めます～
　コロナ禍により多様化・複雑化する地域のニーズも住民の方と会うことができ
ず、情報が得られない、届けられない点があります。一方、ＳＮＳを使って情報
発信ができる時代の流れもあり、本年度は、デジタルコミュニケーションを活用
し「コロナ禍の地域づくり」の実現に向けて、市民とつながりを持つことに力を
入れていきます。

～介護保険事業所の公益的な姿勢～
　コロナ禍における利用控え等、厳しい経営環境に置かれている介護保険事業に
ついては、公益的な視点をもち、併設・近隣の居宅介護支援事業所等と連携し、
現在活動しているサービスについて運営体制や経費の見直しを行い、地域住民に
必要な支援を効率的・効果的に提供していきます。

～時代に沿った介護予防教室の運営～
　介護予防は「もっと気軽にもっと日常的に」実施していくことが必要で、その
ためには行政との連携が不可欠です。利用者の目線に合わせた手続きやプラン作
成のための相談窓口を明確にし、認知症予防など利用者に沿ったサービス提供を
心がけていきます。また、感染対策を徹底の上、外出活動など、地域の方々と集
える活動の場となるよう各教室を運営していきます。

～多様化・複雑化する地域課題に対する相談体制を強化します～
　積極的にアウトリーチを含めた多様な相談体制の強化に全市的に取り組みま
す。また、既存の制度では解決が困難な複合的な課題を抱える世帯に対して、包
括的な支援が行えるようにシステムの構築に努め、必要とされる社会資源へのつ
なぎや新たな資源を創出する取り組みを行っていきます。

～判断能力が十分でない方への支援を拡充します～
　障がいがある方や自己判断の能力が十分でない方に対して、成年後見センター
を開設し、既存の日常生活自立支援事業や関係機関との連携を図りながら、権利
擁護の推進をしていきます。また、ニーズに対応する相談支援専門員等の拡充が
必要なため、関係機関に資源開発の提言をしていきます。
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令和４年度 　収 入 支 出 予 算

◆支出の部　525,916,000円

◆収入の部　525,916,000円

142,000

10,450,000

184,436,000 120,972,000477,000 97,604,0001,146,000459,000 22,170,000
公益事業

98,510,000

62,763,0001,146,000 107,286,000 106,446,000
障がい福祉収入

79,385,000 50,956,000107,484,000
受託金

◆支出の部　525,916,000円

◆収入の部　525,916,000円

142,000

10,450,000

184,436,000 120,972,000477,000 97,604,0001,146,000459,000 22,170,000
公益事業

98,510,000

62,763,0001,146,000 107,286,000 106,446,000
障がい福祉収入

79,385,000 50,956,000107,484,000
受託金

共同募金配分金事業 補助・受託事業

善意銀行事業

成年後見センター

社 協 会 費
世帯会員、個人会員
法人会員からの年会費

善意銀行寄付金
市民、団体、事業所より善意を持っ
て寄せられる寄付金

公益事業・収益事業
・保健福祉施設 ( ３カ所 ) 指定
　管理費用
・美野里ともいきプラザ運営等

福祉団体事務
・老人クラブ、遺族会事務局

福祉資金貸付事業
・低所得者世帯等へ資金貸付事務

・善意をもって寄せられる寄付金品等の配分

・成年後見センター運営

補助金・共同募金配分金
小美玉市や茨城県社協からの補助
金、茨城県共同募金会からの配分金

・ともだちサロン
・貸出（車いす送迎車・福祉機器・
行事機器）
・ふれあい・いきいきサロン
・福祉員制度
・福祉関係団体活動助成金配分
・要援護世帯援護金配分事業
・おせちセット配食・高齢世帯交流会
・買い物バスツアー
・広報活動
　（社協だより・ホームぺージ）
・福祉まつり　　　他 10事業

法人運営事業

居宅介護等事業

・理事会、評議員会運営
・社協会員募集
・人事・福利厚生
・公用車維持管理　他

・ケアプランセンター
・ヘルパーセンター
・デイサービスセンター
・支援センター
・日中一時支援事業

受託金
小美玉市や茨城県社協からの受託
事業（18事業）

事業収入等
ランチ＆カフェ売上
健康風呂利用料、売店売上等

・在宅福祉サービスセンター
・介護者のつどい
・ふれあい給食会
・介護予防教室たまり・みのり・ともいき
・シニア総合相談窓口おがわ・みのり
・認知症オレンジカフェ
・地域ケアシステム推進事業
・地域活動支援センターかんな
・日常生活自立支援事業
・相談支援事業所
・心配ごと（弁護士）相談所
・いい輪ネット　　　他 6事業

介護保険・障がい福祉収入
介護保険事業所等の収入（５事業）

～助け愛
あ い

、支え愛
あ い

、心をみがく地
ま ち

域づくり～
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福祉員活動とは？
　「福祉員」は、各行政区から選出（行政区長の推薦）され、社協会長から
委嘱（任期 2年）を受けて活動する「地域の見守り役」です。「福祉員」は、
誰もが安心して暮らすことのできる、地域の実現を目指して、近隣住民や行政
区長、民生委員児童委員などと協力して、地域の生活課題を解決するための活
動や福祉課題を抱える住民を支援する活動などを進めています。今年度ご推薦
いただきました福祉員さんへ、６月中に委嘱状、福祉員活動の手引き、研修会
のご案内をお送りいたします。

～皆さんのそばにいる福祉員さんの役割～

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ております。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

●合計　14件　177,590 円
玉里北区区長会 72,200円
小美玉市ダンススポーツ連合会 …★
 20,000円
戸大建設工業㈱ 50,000円
元気っ子幼稚園 322円
七宝焼 1,000円
小美玉市農業委員会 2,158円
小美玉市農業委員研修会 654円
黒田　惇彦 1,000円
ミニバンド　日本の歌 2,000円
三島　昌晴 10,000円
匿名　４件 18,256円 

寄 付 金

●アルミ缶
小美玉市更生保護女性会
近藤　貞夫
髙梨　芳郎
㈱山口 farm
二本松コトブキ会　
中根老人会
世楽地区会
二本松いきいきサロンさくらんぼ　４回
青木　テル子
清水頭老人会若がえり会
加藤　佳子
藤本　芳正
東平いきいきクラブ
㈲大形屋商店　　　　２回
狩谷　等　　　　　　２回
小美玉市役所玉里総合支所　３回
小美玉市生涯学習センターコスモス　２回
小仁所　美江
川戸老人会　　　　　２回
植田　仲子
前原区　　　　　　　４回
㈱柳川採種研究会　　２回
長谷川　恵喜　　　　２回
高野　晴夫　　　　　２回
おみたまにじいろクラブ女性委員会　３回
㈱石崎製作所
みのり太鼓　　　　　２回
西郷地ミセス５　　　２回
吉田　利　　　　　　２回
近藤　輝男　　　　　２回
小美玉市小川公民館　２回
東平女性会
井島　美和子
井坂　甲子郎
谷内　澄幸
鈴木　文子 
水研工業㈱
駅前ゆーわ
栗原紙材㈱美野里事業所
長島　勲兵衛
橋本旅館
立原　彬光
修善院
ＪＡ新ひたち野農機センター玉里営業所
匿名

●切手（未使用、使用済み）
（公社）石岡地方広域シルバー人材センター
㈱フジクラハイオプト…★
横島　健人
齊藤　富子
おみたまにじいろクラブ女性委員会
フォルム㈱
加藤　佳子
堀米　せつ子

寄付物品

藤株　光子
高野　晴夫　　　　　２回
栗原紙材㈱美野里事業所　３回
修善院　　　　　　　２回
㈱内田化工　　　　　２回
井島　美和子
竹内　昌信
スポーツ吹き矢エアポート小美玉支部
小美玉市小川公民館
水研工業㈱

●古紙
近藤　貞夫　
髙梨　芳郎　
橋向老人クラブ　　　３回
佐川　文子　　　　　２回
世楽地区会
二本松いきいきサロンさくらんぼ　２回
清水頭老人会若がえり会
藤本　静江
二本松コトブキ会
小川南病院　　　　　８回
グループホームたんぽぽ　２回
恵泉キリスト教会小美玉チャペル　４回
ＪＡ新ひたち野産地直売所みのり　９回
狩谷　等　　　　　　２回
小美玉市役所玉里総合支所　４回
小美玉市生涯学習センターコスモス　２回
小仁所　美江
菅谷　昭次
ＪＡ新ひたち野美野里支店　２回
ＪＡ新ひたち野美野里農機センター　２回
ミーム保育園
納場保育園　　　　　２回
植田　仲子
㈱柳川採種研究会　　２回
赤津書店
長谷川　恵喜　　　　２回
高野　晴夫　　　　　２回
おみたまにじいろクラブ女性委員会
羽木上老人会　　　　２回
ＪＡ新ひたち野農機センター玉里営業所　２回
狩谷　勝彦　　　　　２回
みのり太鼓　　　　　２回
修善院　　　　　　　２回
近藤　隆　　　　　　２回
小美玉市小川図書館　２回
小美玉市小川公民館　２回
井島　美和子
井坂　甲子郎
谷内　澄幸
水研工業㈱
中村　とし子
小美玉市やすらぎの里小川
橋本旅館
小宮山　奈緒子
西郷地ミセス５
鈴木　文子

●アルミプルトップ
石上　明
二本松いきいきサロンさくらんぼ
清水頭老人会若がえり会
加藤　佳子
四季の杜保育園
おみたまにじいろクラブ女性委員会　２回
江戸笑遊会　　　　　３回
渡辺　節子
かすみ草
十二所体操クラブ
スポーツ吹き矢エアポート小美玉支部
立木　けんた・ゆうた
スイートピー
希望ヶ丘サロン
匿名

●テレフォンカード（未使用・使用済み）
ファミリーマート石岡正上内店

●葉書（未使用・使用済み）
㈱山口 farm
青木　清
恵泉キリスト教会小美玉チャペル　２回
高野　晴夫

●ベルマーク
横島　健人
おみたまにじいろクラブ女性委員会
加藤　佳子

●衣類
恵泉キリスト教会小美玉チャペル
鈴木　和子
吉津　君代
匿名

●シルバーカー
石上　明
石橋　玉江

●紙おむつ
石上　明
匿名

●尿取りパッド
石上　明

●ポケットティッシュ
石上　明
竹内　充枝

●食器類
竹内　充枝
岡部　めぐみ
田村　祐一

●手作りランチマット・巾着袋
おみたまにじいろクラブ女性委員会
後藤　正子

●子供用品・敷きパッド
岡部　めぐみ

●スクールバッグ
後藤　正子

●手作りマスク
島田　一華

●介護ベッド
大山　ふみ子

●折り紙で作ったゴミ箱
内田　いね子

●紙人形
藤﨑　貴子

●牛乳パック
高梨　芳郎
四季の杜保育園
おみたまにじいろクラブ女性委員会
中村　とし子

●洗濯用洗剤
近藤　貞夫

●米
藤本　悟

（順不同、敬称略）

令和４年３月１日から４月30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。

●毛糸
堀米　せつ子

●ぬいぐるみ
山本　純子

●車いす
村田　美雄

●雑貨
大越　千代子
吉津　君代
匿名

●文房具
山本　純子

●食料品
㈱河津商事
タマムラデリカ㈱美野里工場
匿名

●竹ぼうき
井坂　甲子郎…★

●文具類、オイルヒーター、高圧洗浄機、手芸用品、薬用
ハンドジェル、ガスコンロ、石油ストーブ、電気
ストーブ、鍋
各匿名

こんにちは！福祉員です！！

小美玉市ダンススポーツ連合会 様（右）

㈱フジクラハイオプト 様（右）

竹ぼうき：井坂　甲子郎 様

　3月 19 日 ( 土 ) 四季健康館にて、住民や企業の皆さん
などからご寄付いただいた子育て用品や衣類・マスク・食
糧品等を子育て世帯へ無料で配布する「生活応援プロジェ
クトおやこ 0円マーケット」を開催
しました。当日は、多くの方にご来
場いただき、笑顔に包まれた時間と
なりました。
　あたたかい善意をお寄せいただい
た皆さまに心より感謝申し上げます。

〈親子０円マーケット開催〉

小美玉市社会福祉協議会 検索⇦社協だより　第 86号
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本所（玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330

お問い合わせ
お申し込み

　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。

　日頃、生活用品のお買い物に不便を感じている高齢
の方々等の買い物の支援をするとともに、バスの中や食
事の時間などが交流の場となり、閉じこもり防止にもつ
ながります。

開 催 日
　サロン・ド・おがわたまり　　６月６日（月）、７月４日（月）
　サロン・ド・みのり　　　　　６月13日（月）、７月11日（月）
場　　所　玉里保健福祉センター、四季健康館　
時　　間　午前 10時～ 11時 30分
参 加 費　300円 /回 ※お弁当をお持ち帰りいただきます。

介護予防教室　たまりみのり お買い物バスツアー

昼 食 代 1,000 円
※新型コロナ感染拡大によりお弁当になることもあります。

対 象 者 外出可能な市内在住の高齢者等

募集人員 10 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

６月

開催日 ６/９（木） ６/16（木） ６/23（木）

電話予約 ５/30（月）
午前9時～

６/６（月）
午前9時～

６/13（月）
午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

７月

開催日 ７/７（木） ７/14（木） ７/21（木）

電話予約 ６/27（月）
午前9時～

７/４（月）
午前9時～

７/11（月）
午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

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　　

目黒 姫子様
（玉里地区）

新会員の紹介

　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。

対象者　65歳以上の事業対象者、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　月～金曜日（祝日は除く）　午前 10時～午後 3時
　　　　＊利用は週 1回となります
参加費　850 円（昼食・おやつ代含む）/回　

＊自宅まで送迎します！

小美玉市介護福祉課　　☎48-1111（代表）お問い合わせ

「おみたま にじいろクラブ」　のぼり旗完成‼～会員募集中～（小美玉市老人クラブ連合会）

　華やかな 4種類の旗が完成しました。一つひとつの旗に
は沢山の思いが込められており、今回はその中の「水玉」の
意味をご紹介します。にじいろを構成する光の粒をイメージ
させる色とりどりの丸は、「おみたまにじいろクラブ」を構成
する一人ひとりであり、各々が持つ様々な経験や知恵や魅力
が輝き集い合うクラブであることが表現されています。
　これらの旗を見ていただいた時に元気な気持ちや笑顔に
なってくれることを願い、今後も沢山の活動に取り組んでい
きます。随時、会員を募集しています。

小美玉市社会福祉協議会 検索⇦ 社協だより　第 86号
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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）　　☎ 37-1551
　　　　　　　　美野里支所　　☎ 36-7330

ふれあい・いきいきサロンとは？

本会はサロン活動を応援します

サロンには、こんな効果があります

　「地域の中で誰もが気軽に集まれる仲間づくりの場」です。地域の皆さまが、身近な場所で気軽に集まって、“お茶
を飲みながらおしゃべりする”“健康のために体操をする”など、
活動の内容は様々です。
　市内には、現在 62ヵ所のサロンが開設されています。

・サロン開設、活動内容などの相談
・万が一のための保険加入料助成
・活動費の一部助成（5年間）
・ふくしの出前講座講師派遣
・各種情報提供　　・運営者の研修

・生きがいづくり　・仲間づくり　　・健康づくり　
・閉じこもり防止　・ご近所同士の支え合い

サロン活動における
感染症対策をふまえた
５つのポイント

①発熱・風邪症状がある場合は自宅療養
②人との間隔を空ける
③マスク着用
④手指・テーブル等の消毒
⑤こまめに換気をする

・閉じこもり防止　・ご近所同士の支え合い

今回ご紹介するサロンはこちら！今回ご紹介するサロンはこちら！

　さぎ沼しらさぎ友の会は、毎月第１・第３日曜日に行われています。元気ダンスを取り
入れながら、体のバランス感覚や筋力維持の為に体を動かすことと楽しい催しや茶話会な
ど、笑顔溢れる活動をしています。
　興味がある方は、ぜひ、見学に来てください。一緒に楽しみましょう！！

　悩みが尽きない学童期の子育て。特別支援学校に通う保護者で集まりませんか？子ども
の成長って嬉しい！楽しい！一人じゃない！そんな時間の共有ができればと思っています。
　障がいがある方やご家族が、自分達でできる余暇活動を楽しんでいます。相談ごとも当
事者としてお受けしますので、お気軽にご連絡くださいね。

　ほっとサロンは、楽しい集いの場です。「ここに来れば、ほっとする！楽しい！」そんな
サロンになるようにと、このサロン名にしました。毎月 1回、おしゃべりやリフレッシュ
活動、講座等を楽しんでいます。
　どなたでも参加できます。見学もＯＫです。お気軽にお問い合わせください。

元気ダンスでいきいきサロン・さぎ沼しらさぎ友の会

ともともサロン

ほっとサロン

日　時　第１・第３日曜日 午前 10時 30分～ 12時　場　所　鷺沼公民館　参加費　1,000 円 / 年※実費負担あり
連絡先　江波正好　☎ 58-4863　半沢誠悦　☎ 090-5998-0863

日　時　原則毎月第 3土曜日 午前 10時　場　所　四季健康館　他　参加費　100円／回（イベントにより異なります）
連絡先　伏見千夏　☎ 090-2743-1805　　　fk2c96@gmail.com

日　時　原則、毎月第２水曜日 午後 1時～ 3時　　場　所　玉里保健福祉センター
参加費　500 円 / 年　連絡先　代表　長谷川ひろ子　☎ 26-4419

心配ごと相談所
　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 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。

☆印…法律相談

６月 ８日☆ 15日☆ 22日☆
美野里支所 小川支所 本所（玉里）

７月 13日☆ 27日☆
美野里支所 小川支所

昨年末のクリスマス会の様子
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小美玉市社協　成年後見センター開設

ランチ＆カフェ「木もれ陽」

オレンジカフェ（認知症カフェ）

美野里ともいきプラザ　　●営業時間　午前 11時～午後５時 30分　●定休日　土、日曜、祝日　●電話番号　☎ 28-7721

お問い合わせ　美野里ともいきプラザ　☎ 28-7721

　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回開催しています。

開催日　６月９日（木）、７月 13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

※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。

　４月から本会小川支所に成年後見センターを開設しました。センターでは成年
後見制度や日常生活自立支援事業をより身近に感じてもらうための周知や制度の
利用を考えている方への相談や、申立てに関するアドバイスなどを行います。
　また、本会が法人として成年後見人等を受任することができるようになりまし
た。お気軽にお問い合わせください。

　認知症や障がいなどの要因で
判断する力が低下すると、日常
生活にさまざまな支障が生じる
ことがあります。そんな時に、
ご本人の気持ちを大切にしなが

ら、代わりに契約を行ったり、財産を守ったり、
様々な法的行為をお手伝いする制度です。

成年
後見制度
とは

　福祉サービスを利用したいけれど、
手続きの仕方がわからない。銀行に
行ってお金を下ろしたいけれど、自信
がなくて誰かに相談したい。商品勧誘
の人が来たとき、どう対応したらいい

か分からない。
　毎日の暮らしの中にはいろいろな不安や疑問、判
断に迷ってしまうことがたくさんあります。日常生
活自立支援事業はこのような場合に、福祉サービス
の利用手続きや、金銭管理をして、生き生きと安心
して暮らせるようにお手伝いする事業です。

日常生活
自立支援
事業とは

小 川 支 所 ☎ 58-5102お問い合わせ

◎ツナと水菜の塩こうじ和え ✿今回は今話題の「腸活」にも効果が期待♡

材　料（３人分）　・木綿豆腐（半丁）　　　　　　　　　・塩こうじ（大さじ１）
　　　　　　　　　・プレーンヨーグルト（大さじ１）　　　・ツナ缶（１缶）
　　　　　　　　　・オリーブオイル（小さじ１)　　　　・水菜（30g）

作
り
方

①　材料を切る：豆腐は水を切り2センチ角、水菜は 3センチに切る
②　ツナ缶は汁気を切る。すべての材料を塩こうじ、プレーンヨーグルト、

オリーブオイルで和える。
③　アクセントの黒コショウを振る。

いいこといっぱい‼発酵食品（塩こうじ・プレーンヨーグルト）

腸活も免疫力向上も !! 発酵食品は腸内環境を整えて、
免疫細胞を活性化する働きがある優秀食材です。

☆水菜：美肌効果・血圧上昇を抑える効果

☆豆腐：美肌・がん、成人病予防生活習慣病
　　　　予防に効果
☆発酵食品
　免疫力向上・保存性UP栄養素の向上など

期待できる効果

新型コロナウイルス感染症に負けるな‼免疫力向上メニューのご紹介
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ボランティア活動保険
　国内におけるボランティア活動中のご自身のケガや、相手 (他人 ) に対して損害を与えてしまい損害賠償問題
が発生したときに補償します！万が一に備えて、ぜひご加入ください。
【補償期間】令和 4年４月 1日～令和 5年 3月 31日 ( 申し込みの翌日から )
【年間保険料 (1名あたり )】

　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
特定感染症に新型コロナウイルスが追加されました。
加入対象者となる団体などが主催して行う地域福祉活
動や、ボランティア活動に関わるイベント行事 (行事
参加者の実習を伴う講習会や研修会を含む )を対象と
したボランティア行事用保険もあります。

※災害ボランティア活動の参加は、地震・噴火・
　津波による死傷も補償対象となる②、③プラン
　の加入をお勧めします。

※①、②プランでは特定感染症による補償は補償
　開始日から 10 日以内は補償対象外ですが、③
　プランは初日から補償対象となります。

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。

年会費　☆福祉のまちづくりのための財源となる
　　　　　定額の協力金です。

会員になっていただくことで、小美玉市の福祉を支え、活動に参加
することにつながります。

～あなたも、おみたまの福祉を支える一員に～

社協会員募集中‼社協会員募集中‼

プ

ラ

ン

①基本プラン 350円

②天災・地震補償プラン 500円

③特定感染症重症プラン 550円

補
償
内
容
及
び
保
険
金

自

身

死亡保険金 1,040 万円 事故発生から 180日以内に死亡
後遺障害保険金 (限度額 ) 1,040 万円 後遺障害に応じて 1級から 14級

入院保険金日額 6,500 円 事故発生から 180日以内の入院

手術
入院中 65,000 円

1事故につき 1回の手術
外来 32,500 円

通院保険金日額 4,000 円 事故発生から 180日以内で 90日を限度

相
手 賠償責任保険金 (限度額 ) 5億円

損害賠償金及び訴訟費用等の合計額
(対人・対物共通 )

　本会では、毎年秋に開催する「福祉にっこりまつり」にお
いて、地域福祉に多大な貢献をしている方々を広く知ってい
ただこうと、顕彰式を行う予定です。
　本会で把握していない、人知れず福祉活動をされている
方や団体をご存知でしたら、ぜひお知らせください。

　子どもや高齢者にも喜ばれるバルーンアートを覚
えて，市内の敬老会や夏祭り等のイベントでボラン
ティアとして活躍しませんか。

日 　 時　7月1日（金）午前10 時～正午
場 　 所　放課後児童クラブ　レゴ・リバティ
　　　　　（住所：小美玉市羽鳥東裏 2698-63）
受 講 料　500 円（社協会員：無料）
定 　 員　15 名（先着）
持 ち 物　油性ペン（黒）・ハサミ・マスク着用
申込期間　6月13日（月）～24日（金）

※8月１日（月）までにお知らせいただきますようお願いいたします。

　　　 ボランティア及び地域福祉活動期間が５年
以上、かつ現在も活動を行っている個人ボランティア・
団体及び学校等であって、その活動が他の模範となる方
（有償活動は、８年以上）※詳細はお問い合わせください。

要 件

本所（玉里） ☎ 37-1551お問い合わせ本所（玉里） ☎ 37-1551お申し込み

バルーンアート教室（入門編） 草の根ボランティアを探せ！
～小美玉市社協会長表彰の候補者を募ります～

　油性ペン（黒）・ハサミ・マスク着用
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