
1

2022.11.24
社会福祉法人

（小美玉市玉里保健福祉センター内）

0299-37-1551 0299-37-1552
omitama@omitama-shakyo.or.jp

〠311－3436  小美玉市上玉里1，122番地

小川支所 美野里支所
http://www.omitama-shakyo.or.jp

0299-58-5102 0299-36-7330

小美玉市社会福祉協議会

89

小美玉市社会福祉協議会会員数中間報告 …… P2

こんにちは！福祉員です !! ……………………… P2 

まごころの橋渡し ～善意銀行報告～ ………… P3

ボランティア情報 …………………………………… P4

第14回福祉にっこりまつり開催 …………………… P5

この指と～まれ （福祉のお知らせ）……… P5 ～ P8

も く じ
福祉にっこりまつり　詳細はP５をご覧ください。

※本誌に掲載する各種事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策
　を徹底して実施しておりますが、状況に応じて中止となる場合が
　あります。
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　10月 31 日現在の加入状況です。世帯会員 8,431 世帯、個人会員 45件、法人団体会員 109 件、協力金 204 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４年度小美玉市社会福祉協議会会員数中間報告

　

行政区 会員数
（件） 行政区他 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 8 件　　本会職員　37件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　45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 109件

年額 1,000 円
令和４年 10月 31日現在

☆印　年額 10,001 円以上の会員様

年額 1,000 円以上

石崎印刷㈱
㈲美野里菜園
茨城交通㈱
光風会
㈲丸正石油店
㈱関川畳商店
白帆会　小川南病院
㈲三代田自動車工業所
㈲平戸タイヤ
深澤通信工業㈱
㈱アビック
水戸ヤクルト販売㈱
㈱東日本技研
泰明会
㈱協同企業
㈱小林工業
東洋ケミカルエンジニアリング㈱
敬山会　たまりメリーホーム
㈱丸川技研工業

㈱一昇金属　☆
㈲東関東サービス　☆
孝心会　野沢歯科医院　☆ 根崎解体工事㈱

水研工業㈱
㈱ワイズサポート
㈱ダイイチテクノサービス
新越化成工業㈱茨城工場
茨城マイカー販売㈱
三笠産業㈱　茨城工場
㈲タキエ商事
茨城トヨタ自動車㈱　小川店
ホテルいこい
恵泉キリスト教会小美玉チャペル
コーワ㈱　茨城工場 
㈱ロングライフ
山三印刷㈱
小美玉観光協会

栗原紙材㈱美野里事業所
ルンビニー学園幼稚園
聖隷会

認定こども園　納場保育園
日の出自動車工業

㈱大塚屋商店
㈱太平洋クラブ美野里コース
フォルム㈱
やまぐち医院
㈱常陽銀行小川支店
ヨコハマモールド㈱
㈱茨城福祉サービス
小川ケアセンターみどりの風（シニアライフ）
コナン精工㈱
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
昭和鶏卵㈱

茨城県心身障害者福祉協会
むつみ会　太陽保育園

㈱クレハ　樹脂加工研究所
㈱クレハ　樹脂加工事業所

石岡地方広域シルバー人材センター
㈱あいごせ　キッズルームばんびーに小美玉館
㈲ヨシフク

ディサービスセンター　スマイルハート
りんご館　小美玉
あいおんの里羽鳥

㈱セントラルエステート
ミートハセガワ
イトウ製菓㈱
㈱ハタヤモータープール
美野里病院
大陽日酸エネルギー㈱水戸支店
いばらきコープ生活協同組合
トヨタＬ＆Ｆ茨城㈱
㈱ハーベストジャパン
トヨタホーム茨城㈱
茨城トヨタ自動車㈱美野里店
三美運輸㈱
ＤＲＰネットワーク㈱
アジア熱処理技研㈱茨城工場
交易食品㈱茨城工場
四季の杜保育園
押久保石油店

とりせい商事㈱
常陽交通㈱
㈱明和技術コンサルタンツ
㈱松坂屋
㈲内山家具
㈱タスク

ルミエ・デ・ソレイユ
㈱ジーエムエンジニアリング
春きゃべつ

㈱中村
飯村機電工業㈱水戸支店
いしばし自動車
㈱小美玉ふるさと食品公社
メディカルホームきらら
はるるの郷
常陸小川ライオンズクラブ
幡谷印刷㈱
中央警備保障㈱
山西自動車工業
㈱金陽社　美野里工場
㈲鬼澤商事
青丘園

美野里タイヤ㈲

岡 56
大井戸平山 117
川中子 61
上高崎 95
下高崎 87
玉里中台 117
松　山 77
第二東宝 106
田木谷駅前 52
田木谷 46
新田木谷 42
栗又四ケ 29
みどり野 35
第三東宝 32
野村田池 38
新高浜第二 46
本田町 191
中田宿 29
大　町 22

横　町 21
橋　向 32
坂　上 44
坂　下 30
二本松 124
下馬場 55
立　延 55
中　根 58
下田（一） 49
下田（二） 20
宮　田 44
幡　谷 11
川　戸 105
稲荷坪 38
野田本田 22
新　林 20
野田古新田 20
隠　谷 41
鷺　沼 81

伏　沼 76
山　川 80
世　楽 65
佐　才 167
上吉影 113
前　原 46
飯　前 114
上　合 56
前　野 39
宿 66
下吉影荒地 42
下吉影本田 35
貝　谷 40
下吉影南原 22
下吉影古新田 40
百里自営 13
羽木上 51
与　沢 110
外之内 89

倉数川前 80
倉数川向 83
清水頭 75
山　野 51
田中台 33
小川ニュータウン 86
堅　倉 191
大　曲 55
仲　丸 31
西明地 11
小岩戸 114
上小岩戸 48
西郷地 146
柴　高 120
上鶴田 26
下鶴田 40
長　砂 29
三　箇 83
先　後 67

橋場美 53
清風台 201
張　星 75
部　室 76
納　場 65
江　戸 43
江戸住宅 116
羽　刈 88
五万堀 95
北　浦 100
高　田 34
手　堤 31
大　笹 45
寺　崎 54
竹　原 253
竹原下郷 76
中野谷 68
上馬場 41
竹原中郷 90

小曽納 55
花野井 120
中　台 20
希望ケ丘 120
大　谷 57
金谷久保 20
十二所 214
高　場 107
羽　鳥 149
脇　山 305
花　館 107
駅　前 168
東　平 126
旭 136
羽刈前 49
羽鳥市営住宅 62
中　峰 25
羽鳥東 3
雷神前住宅 14

六万住宅 7
みのり台住宅 12
羽生住宅 20
東山団地 15
山野台 18
山野住宅 15
勘兵エ山団地 1
谷中台団地 8
坂本住宅 7
サンシャイン野中 22
北山住宅 7
備前山住宅 4
小川グリーンタウン 8
行政区外 22
本会職員 23

合計 8,431

浅野自動車工業　☆
㈱茨城オートパーツセンター　☆

旅館かと家　☆
池田輪業㈱　☆

～福祉員の活動内容～
「福祉意識に関する啓発活動（生活・福祉に関する情報等の周知）」
　住民同士の助け合いが出来る社会の中では、自然に次世代
への支えあい（人と人とのつながりの必要性）の理解が促進
されるものと考えます。
　福祉に関するサービスや情報を地域の方へ広め、また、地
域福祉活動に参加、協力していただくことで、地域住民への
情報提供とお互いのつながりを広げていただいています。

活 動 日　12月 26日（月）午前11時から２、３時間程度
対　　象　小川地区福祉員
お問い合わせ　12月９日（金）まで
お申し込み　本所（玉里）☎ 37-1551

おせち配達福祉員さん募集！
歳末たすけあい事業「一人暮らし高齢者おせち配食事業」
内容：お住いの地区の対象者へおせちセットを配達 (自家用
車にて )するボランティア活動です。

こんにちは！福祉員です！！
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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　４件　72,800 円
百里開発㈱社員一同

60,000 円
多胎児サロンび～んず roomメンバー

1,310 円
匿名　２件 11,490 円

寄 付 金

●アルミ缶
㈱山口 farm
貝塚　ともえ
髙梨　芳郎
小美玉市母子寡婦福祉会　４回
グループホームたまり
清水頭わかがえり会　　２回
小美玉市老人クラブ連合会女性委員会
後藤　正子
二本松いきいきサロンさくらんぼ　２回
橋向老人クラブ
手話サークル　ストケシア　２回
藤本　芳正
村山　フヂ
加藤　佳子
㈱明和技術コンサルタンツ
佐川　文子
狩谷　等　　　　　　　２回
㈲大形屋商店　　　　　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
上合はつらつ会
前原区　　　　　　　　４回
小美玉市更生保護女性会
㈱柳川採種研究　　　　２回
川戸老人会　　　　　　２回
㈱石崎製作所
長谷川　恵喜
高野　晴夫　　　　　　２回
おみたまにじいろクラブ女性委員会　３回
井島　美和子　　　　　２回
長谷川　たみこ
西郷地ミセス５　　　　２回
みのり太鼓　　　　　　２回
近藤　輝男　　　　　　２回
吉田　利　　　　　　　２回
東平にじいろクラブ
㈱マルハン石岡店
鈴木　文子
栗原紙材㈱美野里事業所　２回
坂本　とし江
東平区女性会
ＪＡ新ひたち野農機センター玉里営業所
小美玉市小川公民館
修善院
飯前陽だまり
匿名　　　　　　　　　３件
●切手（未使用、使用済み）
グループホームたまり　２回
須貝　芳子
小川敬愛の杜
㈱内藤工務店
フォルム㈱
㈱小美玉ふるさと食品公社
手話サークル　ストケシア
長島　悦子
堀米　せつ子
折笠　こう　　　　　　２回
㈱明和技術コンサルタンツ
藤株　光子
狩谷　等　　　　　　　２回
㈱内田化工　　　　　　２回
恵泉キリスト教会小美玉チャペル
栗原紙材㈱美野里事業所　２回
小美玉市更生保護女性会　２回
㈱川又商会

寄 付 物 品

（旧）かすみ草
永木　正勝
中條　八重子
小美玉市商工会女性部
久保田　光子
修善院　　　　　　　　２回
小美玉市環境課
加藤　勲
ＪＡ新ひたち野美野里農機センター
おみたまにじいろクラブ女性委員会　２回
匿名　　　　　　　　　１件
●古紙
髙梨　芳郎
清水頭わかがえり会
後藤　正子
㈱明和技術コンサルタンツ
佐川　文子　　　　　　３回
橋向老人クラブ　　　　２回
手話サークル　ストケシア　２回
藤本　静江
二本松いきいきサロンさくらんぼ
舘川　岩夫
押手　清美
ＪＡ新ひたち野直売所みのり　10回
狩谷　等　　　　　　　２回
みのり太鼓　　　　　　３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
恵泉キリスト教会小美玉チャペル　２回
小川南病院　　　　　　７回
上合はつらつ会
㈱柳川採種研究会　　　２回
ＪＡ新ひたち野美野里支店　３回
納場保育園　　　　　　２回
ミーム保育園　　　　　２回
ＪＡ新ひたち野農機センター玉里営業所
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　２回
小美玉市小川図書館　　２回
修善院　　　　　　　　２回
井島　美和子　　　　　２回
長谷川　たみこ
西郷地ミセス５
近藤　隆　　　　　　　２回
中村　とし子
立木　けんた・ゆうた
小美玉市やすらぎの里
菅谷商店
鈴木　文子
ＪＡ新ひたち野美野里農機センター
飯前陽だまり
匿名　　　　　　　　　１件
●アルミプルトップ
ハートフルハンド玉里
千葉　歩美
手話サークル　ストケシア　２回
堀米　せつ子
川井石油
狩谷　等　　　　　　　２回
希望ヶ丘サロン　　　　２回
江戸笑遊会　　　　　　２回
増田　優奈
（旧）かすみ草　　　　　３回
おみたまにじいろクラブ女性委員会　３回
立木　けんた・ゆうた
渡辺　節子
●テレフォンカード（未使用・使用済み）
中條　八重子
玉里ギターフレンズ
匿名　　　　　　　　　１件
●葉書（未使用・書き損じ）
髙梨　芳郎
手話サークル　ストケシア
おみたまにじいろクラブ女性委員会
匿名　　　　　　　　　１件

●ベルマーク
貝塚　ともえ
グループホームたまり　２回
飯島　節子
堀米　せつ子
㈱明和技術コンサルタンツ
（旧）かすみ草
修善院
匿名　　　　　　　　　１件
●衣類※衣類の寄付は未使用、または
　クリーニング済のものをお願いします。
岡部　衛
上野　康子
恵泉キリスト教会小美玉チャペル
伊藤　ふさ
藤坂　栄子
匿名　　　　　　　　　６件
●傷パット
竹内　充枝
●石鹸・洗剤
房前　啓子
●米
戸塚　晃一
㈲みのりタクシー
㈲上田タクシー
㈲羽鳥ハイヤー
室町　裕子
羽鳥　達郎
沼田　昭
匿名　　　　　　　　　１件
●手作りマスク・バッグ・筆箱・
　ポーチ・シェルケース
近藤　恵子
●食料品
㈱セブン -イレブン・ジャパン…★
パールショップともえ石岡店
いばらきコープ生活協同組合
横浜ゴム㈱茨城工場…★
石津　喜く子
久保田　晴信
田中　宏昌　　　　　　４回
タマムラデリカ㈱美野里工場　４回
匿名　　　　　　　　　６件

（順不同、敬称略）

令和４年９月１日から10月31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。

●日用品
㈱セブン -イレブン・ジャパン…★
いばらきコープ生活協同組合
匿名　　　　　　　　　２回
●入れ歯
グループホームたまり
●手作りかご・ごみ入れ・タオル
㈱明和技術コンサルタンツ
●フライパン
高石　富治男
●ぬいぐるみ
川戸老人会
匿名
●ノート
川戸老人会
●布地
手話サークル　ストケシア
●食器
飯田　敏雄
藤坂　栄子
●使用済みストッキング
堀米　せつ子
●牛乳パック
四季の杜保育園
おみたまにじいろクラブ女性委員会
立木　けんた・ゆうた
根本　重雄
小美玉市更生保護女性会
●収入印紙
狩谷　等
●本
小田部　双美
匿名
●飾り物
中森　淑江
●空気清浄機
幡谷　みち子
●大人用紙オムツ・尿取りパッド・
　紙おむつ・生理用品・ＣＤ・座布団・
　巾着袋・靴・文具・バッグ
各匿名

　令和 4年 10 月 11 日、㈱セブン -イレブン・ジャパン
様より、食料品と日用品の寄贈
をいただきました。
　寄贈品につきましては、市内
で生活に困窮されている方や、
本会でのフードパントリー事業
にて配布させていただきます。

　令和４年 10 月 31 日、横浜ゴム株式会社茨城工場様
より、乾パンの寄贈をいただき
ました。
　寄贈品につきましては、市内
で生活に困窮されている方や、
本会でのフードパントリー事業
にて配布させていただきます。

セブン -イレブン様からの寄贈

横浜ゴム株式会社茨城工場様からの寄贈
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ボランティア募集 あなたの「やりたい」応援します

おみたまボラ ナビ
ボランティア情報 Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒiｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

育ボランティア募集

弁当配達ボランティア募集

シニア元気！子ども見守り活動

学生ボランティア大活躍

生ボランティア募集

事のお手伝い募集

あやか・あおい・みあ・ひな

＼ ／

●保  

●お  

●学  

●家  

ボランティア募集 あなたの「やりたい」応援します
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　お母さんが講座やイベントに参加中、お子さん
を見てくださる方を募集しています。子どもが
好きな方ならどなたでも大歓迎です。

活 動 日　年数回（都合がつく日）
活動場所　小美玉市内
お問い合わせ　本所（玉里）・美野里支所

　食事作りがむずかしい一人暮らしの高齢者や高齢
世帯へ、お弁当を届けつつ見守りをしてくださる方
を募集しています。お弁当を心待ちにしている方々
へ「お変わりありませんか？」の言葉と共に届けて
ください。お待ちしています。
活動場所　堅倉・納場・竹原・羽鳥の各地区から
　　　　　選定。（要相談／複数可）
時　　間　午前 10時 30分頃～正午
内　　容　四季健康館でお弁当を受け取り、正午
　　　　　までに利用者へ届けます。
活 動 費　一食につき 100 円のガソリン代を
　　　　　お支払いします。
お問い合わせ　美野里支所

　全国で子供が登下校中に犯罪・事故に遭うケースがみられます。被害
の多くは、子供だけで行動しているときや、人の目が少ない状況で
発生しています。こうした犯罪・事故被害を減らすために、東平にじ
いろクラブ（老人クラブ）が見守り
活動を開始しました。子供たちと元気に
あいさつを交わし、シニアの皆さんの
健康推進にも繋がっています。
　興味のある方はご連絡ください。

10月２日に開催した「福祉にっ
こりまつり」において、４名の大
学生が、運営補助ボランティアと
して参加してくれました。

　在宅で支援が必要な高齢者や障がい者、子育て
中の世帯に家事のお手伝いをしていただける方を
募集しています。

内　容　食事の支度・掃除・買い物等
時　間　午前７時～午後８時　都合のつく時間
活動費　１時間 600円
お問い合わせ　本所（玉里）・美野里支所

　サンタになって「障がい児クリスマスプレゼント
配布イベント」のお手伝いをしていただける学生
さんを募集しています。子どもが好き！誰かの役に
立ちたい！何かにチャレンジしたい！新しい自分を
発見したい…！そんなあなたをお待ちしています。

活動日　12月 17日（土）
時　間　午前９時～午後３時３０分
場　所　四季健康館
対象者　小美玉市内在住・在学高校生・大学生
　　　　（定員５名先着）
昼　食　お弁当はこちらで用意します
その他　ボランティア証明書発行します
お問い合わせ　本所（玉里）

ボランティアに関する問い合わせ
小美玉市社会福祉協議会ボランティアセンター
本所☎ 37－ 1551・美野里支所☎ 36－ 7330
公式ＬＩＮＥからもご相談を受け付けています

詳細はこちら▶
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美野里支所 ☎36-7330お問い合わせ
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・同年代の人たちとおしゃべりをする機会がないな
・外に出たいけれど一人での外出はむずかしいな
・体を動かしたいけど、このごろやる気が出なくてめんどくさい
・転倒の不安が大きくて、散歩や動くことがおもうようにできない
・何をしたわけではないけれど疲れを感じる
・日付がわからないときがある
・生活に充実感がなくなっているな
・この頃なんだか忘れっぽくて、これ以上ひどくなったらどうしよう

　10月２日（日）小美玉市生涯学習センターコスモスにおいて、福祉にっこりまつりを開催しました。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止策を講じ、例年に比べて規模は縮小となりましたが、
３年ぶりに多くの福祉関係者の方々を迎え入れることが出来ました。当日は、天気
にも恵まれ、約 300 人の方にご来場いただき、大盛況のうちに終わることが
できました。顕彰式、本会職員による寸劇「成年後見制度」や福祉映画上映、福祉
活動紹介パネル展示など、ご来場の皆さまにとって、有意義な時間となったのでは
ないでしょうか。
　運営にご協力いただいた皆さま、ご来場者の皆さま、ありがとうございました。
　来年も皆さまにお会いできることを楽しみにしております。

開催日　毎週月～金曜日（利用は週１回）午前 10時～午後３時
内　容　介護予防プログラム（ゲーム・体操・創作・脳トレ・外出等）
参加費　850円（昼食・おやつ代等）
送　迎　希望者は自宅への送迎あり
対象者　65才以上の事業対象者、または要支援認定の方
場　所　玉里保健福祉センター、四季健康館

介護予防教室　のばそう！健康寿命！いつまでもハツラツと！
日頃、このように思っている方を応援します

緩和型通所サービス

第14回 福祉にっこりまつり開催　～福祉功労者を顕彰～

●小美玉市社会福祉協議会長「表彰」
手話サークルポプリ、丸山 ひとみ、原田 ひとみ

●小美玉市社会福祉協議会長「感謝」（経済的援助）
株式会社 一昇金属、長谷川 仁人

●小美玉市社会福祉協議会長「感謝」（労働的援助）
みのりフラシスターズ、笛の音楽隊ピッコロ、
玉里ギターフレンズ、十二所防犯パトロール隊、
けやき生き生きバンド、大正琴 光榮会、
ハワイアン・フラ・同好会
須藤 静子、谷津 智子、片岡 朗子、長谷川 恵喜

●茨城県共同募金会長「感謝」（大口募金法人・団体）
小美玉市役所、クレハ労働組合、小美玉市立玉里学園
義務教育学校、小美玉市立美野里中学校、医療法人
石岡脳神経外科病院、小美玉市立小川南小学校、
小美玉市老人クラブ連合会小川玉里支部、小美玉市
老人クラブ連合会美野里支部、航空自衛隊百里基地、
小美玉市立羽鳥小学校
●茨城県共同募金会長「感謝」（大口募金個人）
岡部 衞
●茨城県共同募金会長「感謝」（優秀奉仕団体）
大曲区、西郷地区、下鶴田区、橋場美区、中台区、
駅前区

顕彰式において受賞された皆さま（順不同、敬称略）

市介護福祉課　☎ 48-1111お問い合わせ

小美玉市社会福祉協議会 検索⇦ 社協だより　第 89号
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　「感染が心配で相談に行きにくい」、「遠方でなか
なか相談に行けない」、「申立書類の書き方が分か
らなくて教えてほしいけど、電話だとちょっと・・」
などのニーズにお応えし、随時相談を受け付けて
います。

　本会では、不要入れ歯に含まれている貴金属をリサイクルし、ユニセフを通じて飢え
や病気で命を落とす子ども達を救う活動を支援するため「不要入れ歯回収 BOX」を設
置しています。この度入れ歯リサイクル益金として、38,611 円が配分となり、地域
の福祉活動へ役立てられています。これからも皆さまのご協力をお願いいたします。

設置場所
小美玉市小川保健相談センター（入口）　　小美玉市役所（入口）
小美玉市役所小川総合支所（入口）　　　　小美玉市玉里保健福祉センター（入口）
小美玉市四季健康館（社協窓口）　　　　　小美玉市役所玉里総合支所（ロビー）

ボックスにお入れください。▲

対 象 者　　小美玉市在住の方（本人または家族）

相 談 料　　無　料

本所（玉里）☎ 37-1551お問い合わせ

成年後見制度に関するオンライン相談（Zoom）を行っています

その入れ歯…捨てないで！　～不要入れ歯回収のお願い～

「ふれあい・いきいきサロン」は、地域の仲間が集い、お茶を飲みながらおしゃべりしたり、レクリエーションやゲーム、
健康教室など多種多様な活動を気軽に楽しめる交流の場として、地域の皆さまが運営するサロン（憩いの場）です。
サロンに参加したい、サロンをつくりたい等、サロンに興味関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。

詳細はこちら▶

気軽に集える地域の居場所「ふれあい・いきいきサロン」

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！

　シルバーリハビリ体操指導士にスクエアステップリーダー，ニュースポー
ツ指導員中心となり活動しているサロンです。
　令和４年１０月で１２年目を迎え、現在の会員は 29名です。
　会員からの声を聞き、魅力あるプログラムを企画しています。バス旅行に
出かけたり、他愛のない話をしながら、無理なく体を動かし、和気あいあい
と楽しみましょう。
　小美玉市在住の方ならどなたでも参加できます。お気軽にご参加下さい。

開催日　毎月第２・第４木曜日　午前 9時～ 11時　　場　所　希望ヶ丘公民館　又は　希望ヶ丘区民の広場

参加費　年間　1500 円　　　代　表　師岡　千慧　　　

希望ヶ丘サロン

本所（玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330お問い合わせ

小川支所 ☎58-5102お問い合わせ

介護者のつどい　～観劇・温泉・食事の旅～
　市内において要介護１以上の高齢者を在宅で介護されている皆さまに、少しでも日頃の介護疲れを癒していただき、
同じ悩みや経験を持つ方々との交流をすることで、介護の励みにしていただくことを目的に「介護者のつどい」を実施
します。ぜひご参加ください。
開 催 日　２月 17日（金）
内　　容　スパ湯ワ～ルド（観劇・温泉・食事）
募集人員　先着 20名（１家族２名まで）
参 加 費　１人 1,000 円
申込締切　２月 10日 ( 金 )

集合解散　四季健康館　　　　　　午前９時 30分発　午後３時 50分着
　　　　　玉里保健福祉センター　午前10時00分発　午後３時 20分着
　　　　　小川保健相談センター　午前９時 40分発　午後３時 40分着

お問い合わせ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
☎ 37-1551

小美玉市社会福祉協議会 検索⇦社協だより　第 89号
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寄付の仕組み寄付の仕組み

（福）茨城県共同募金会　☎029-241-1037お問い合わせ

赤い羽根自動販売機を設置しませんか？

自 販 機 が
設置された
地域（市町
村）の福祉
活動に役立
てられます。

　赤い羽根自動販売機とは、ドリンクが購入されるたびに、一定額（または一定割合）が赤い羽根共同募金に寄付
される自販機のことです。寄付付き赤い羽根自動販売機の設置で、地域のたすけあい活動に参加できます。お釣り
の一部を寄付できる自販機もあります。自販機を設置する人、飲料メーカー、購入者の誰もが寄付者となる新しい
寄付のかたちです。自動販売機で気軽にできる“社会貢献活動”を始めてみませんか。

※お弁当をお持ち帰りいただきます。

本所（玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330

お問い合わせ
お申し込み 美野里支所 ☎36-7330お問い合わせ・お申し込み

茨
城
県
共
同
募
金
会

寄付額及び販売手数料の割合は、
　業者によって異なります。

設置者

販売協力業者

設
置
・
契
約

販
売
手
数
料

販売手数料の一部を寄付

売上の一部を寄付

お問い合わせ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
☎ 37-1551

９０歳になったらサロンドへ サンタの部屋に遊びにきませんか
　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。

　未就学児親子が遊びを楽しむ子育て広場にサンタが
やってきます。クリスマス仕様に飾りつけされたフォ
トスポットでお子さんの可愛い姿を撮影しましょう。
　お気軽にお申し込みください。

開催日　12月 18日（日）　午前 10時～正午
　　　　※30分単位で都合の良い時間を事前にご連絡ください
場　所　四季健康館
内　容　サンタのお部屋で
　　　　プレゼントをもらおう！
定　員　未就学児親子 25組
参加費　無　料

開 催 日
サロン・ド・おがわたまり 　12月12日（月）、１月16日（月）
サロン・ド・みのり　　　　12月26日（月）、１月16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

詳しくはこちら▶

お米・レトルト食品・日用品の無料配布会
「フードパントリー」を実施します ～生活応援プロジェクト～

対 象 者　市内在住で下記のいずれかに該当する家庭
　　　　　・18歳以下の子がいるひとり親家庭
　　　　　・食料の支援を必要としている家庭
　　　　　※いずれも生活保護を受給している家庭は除く

配布物品　１家庭　お米 1袋５㎏ ・日用品・
　　　　　レトルト食品等

配布日時　12 月 23日（金）午前 9時～午後 6時
　　　　　12月 24日（土）午前 9時～ 11時

場　　所　玉里保健福祉センター・四季健康館

　「フードパントリー」とは、企業や農家、一般家庭の皆さまから寄付された食料を支援が必要な方へ無料で
お配りする活動です。※予約制となります（予定数 60個・定数に達し次第締切）

申込みQR▶

小美玉市社会福祉協議会 検索⇦ 社協だより　第 89号
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※キャンセルの際にはお早めにご連絡ください。

相談内容 一般相談／☆法律相談
☆法律相談は、事前予約制です。

下記までお問い合わせください。

　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。相談は本所・支所で順次開催しますので、
ご希望の相談所をご利用ください。秘密厳守で、問題解決のためのお力添えをいたします。

　繋がりを切らさないために交流会を開催します。
　保育専門指導員によるスポーツレクリエーションで子ども達が
楽しんでいる間、保護者の皆さまには、専門員による相談会を
実施します。最後に今話題のｅスポーツ（太鼓の達人等）で盛り
上がりましょう。

相 談 料 無　料

お買い物バスツアー
　日頃、買い物に不便を感じている方々が利用できます。

　車椅子や介護用ベッド、手すり、口腔ケア用品・食事用補助具等々、実際に目で見て触れて試してみませんか。
　介護なんてまだまだ…なんて方もいざという時にきっと役に立ちます。

開 催 日　１月 25日（水）
　　　　　　第 1回　午前 10時～ 10時 50分
　　　　　　第 2回　午前 11時 10分～正午
　　　　　　第 3回　午後 1時 30分～ 2時 20分
　　　　　　第 4回　午後 2時 40分～ 3時 30分

定　　員　各回 15名（先着）　参 加 費　無　料

申込締切　１月 13日（金）

開 催 日　１月 28日（土）　午前 10時～正午
場　　所　四季健康館　　定　　員　15家族　　参 加 費　無　料
対 象 者　市内在住の心身障がい児家族（小学校 1年生～高校 3年生）
申込期間　12月19日（月）～１月18日（水）

昼 食 代 1,000 円　※新型コロナ感染拡大によりお弁当の持ち帰り
　　　　　　　　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

１日の流れ 　午前９時30分～迎え
→午前 10時～出発・買い物
→正午～昼食
→午後１時～買い物
→午後２時～２時30分　帰り

募集人員 15 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

12 月

開催日 12/２（金） 12/５（月） 12/９（金）

電話予約 11/21（月）
午前9時～

11/22（火）
午前9時～

11/28（月）
午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

１月

開催日 １/12（木） １/19（木） １/26（木）

電話予約 12/26（月）
午前9時～

１/10（火）
午前9時～

１/16（月）
午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

心配ごと相談所

おみたま社協“福祉機器展”開催！

親子でeスポーツ　～障がい児家族交流会のお知らせ～

※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。

時間：午後 1時 30分～ 4時 30分

☆印…法律相談

12月
14日☆ 21日☆ ー
美野里支所 本所（玉里） ー

令和５年

１月
11日☆ 18日 25日☆
美野里支所 本所（玉里） 小川支所

相 談 日

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。

お問い合わせ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
☎ 37-1551

お問い合わせ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
☎ 37-1551
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