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「第４回 地域福祉活動計画策定委員会の様子」詳しくは８ページをご覧ください
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ありがとう！
「きずなBOX」過去最大量の食品寄付が集まりました …８

～「地域共生社会」 の実現に向けたとりくみ ～
「地域共生社会」とは制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超え
て、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながる
ことで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指しています。
高齢化の中で人口減少が進行している
日本では、福祉に対するニーズも多様化・
複雑化しています。
人口減による担い手の不足や、血縁、
地縁といったつながりが弱まっている現
状を踏まえ、人と人、人と社会がつなが
り支え合う取り組みが生まれやすいよう
な環境を整える新たなアプローチが求め
られています。
このような、「地域共生社会」の実現
を目指すための体制整備事業として、
「属
性を問わない相談支援」「参加支援」「地
域づくりに向けた支援」を一体的に実施
する「重層的支援体制整備事業」が国に
より創設されました。
那珂市社協においても、これらに対応
できるよう、「包括的支援体制整備事業」
をはじめ、「介護予防生活支援サービス
整備事業」、「地域生活支援拠点等事業」
など各重点事業を中心として事業展開し
てまいりますので、今後ともご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

※「地域共生社会のポータルサイト」（厚生労働省）https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/ をもとに作成

地域生活支援拠点等事業が始まりました！
地域生活支援拠点等事業とは、障がい者などの重度化・高齢化や
親亡き後に備え、障がい者などの地域生活を支援するための体制を
整備する取り組みです。
登録した事業所や機関と協働して、障がい者などが住み慣れた地
域で安心して暮らしていけるよう、さまざまな支援を切れ目なく提
供できる仕組みを整えていきます。
問い合わせ

障がい・介護支援グループ

２２９－０３０９

「第４次那珂市地域福祉活動計画」を策定しました
那珂市社協では、令和４年度からの５カ年計画として、多くの住民や関係機関からご意見
やご協力をいただき、第４次那珂市地域福祉活動計画を策定しました。地域福祉活動計画と
は、誰もが安心していきいき暮らせる地域づくり
を、住民や事業者、関係者などが同じ視点で活動
に取り組むための計画です。
策定を進めるなかで、次の現状が把握されまし
た。
一つ目は、「自分の想いを上手に伝えられないかた」がいること。
二つ目は、「お互いの立場や考えを理解し合う場」が求められていること。
三つ目は、二つ目をふまえ、今後取り組む方向性を決めていくことが重要だということ。
そこで、第４次那珂市地域福祉活動計画では、『①同じ立場の人どうしがつながる機会を
つくること』『②つながりを活かし対話の場をひろげること』『③異なる立場の人どうしが共
に考え行動する取り組みを進めること』『④お互いの理解を深めるための学びの場をつくる
こと』を四つの柱として、取り組みの計画を策定いたしました。それらを進めていくことで、
一人ひとりが認め合い、私たちらしく暮らせるあったかなまちを目指していきます。
次号にて、計画策定後のくわしい内容をお知らせいたします。

「あん・しん・ねっと」とは
「みまもり活動」で安心できる暮らしへ
あん・しん・ねっと事業はひとり暮らしの高齢者などが住み慣れた地域で安心して暮らし続
けることができるよう、ゆるやかにみまもりあう事業です。
住民どうしが「みまもり活動」を行い「気づき（みつける）」から関係機関などに「つなげる」
ことで、早期の発見・対応が可能になります。ちょっとした変化に「気づく」ことができるの
は「いつもの人・まち」を知っている地域のみなさまです。地域の誰もが少しだけみまもりに
参加することが、多くの人を支え、地域の安全を守ることにつながります。
①ご近所のかたの異変などに

②事務局に連絡

③関係機関などに

つな
げる

気づく

早期の発見・対応が可能になります
～この事業は、災害発生時に安否確認を行う市の「避難行動要支援者支援制度」と連携しています～

問い合わせ

総務 ･ 地域福祉グループ

２２９－０３０９

令和３年度

赤い羽根共同募金実績報告

赤い羽根共同募金運動につきましては、戸別募金をはじめ学校募金、街頭募金や福祉施設、市内企
業のみなさまからの職域募金など多くのかたがたから多大なご協力をいただき、誠にありがとうござ
いました。おかげをもちまして８，７１０，５５０円の募金が集まりました。
お寄せいただきました募金は、福祉事業の重要な財源として、那珂市内で行う地域福祉活動に、ま
た茨城県内の福祉施設、団体などの福祉事業推進のために役立てさせていただきます。

令和３年度
地

区

名

赤い羽根共同募金実績一覧

一般募金（円）

歳末たすけあい募金（円）

合計金額（円）

神

崎

451,600

338,700

790,300

額

田

329,600

247,200

576,800

菅

谷

1,329,880

1,047,550

2,377,430

五

台

800,800

598,300

1,399,100

戸

多

209,600

157,200

366,800

芳

野

434,800

326,600

761,400

木

崎

195,600

148,200

343,800

瓜

連

884,400

660,600

1,545,000

4,636,280

3,524,350

8,160,630

537,314

12,606

549,920

5,173,594

3,536,956

8,710,550

地区別募金計
学校募金・職域募金・
街頭募金・利息など
総 合 計

学校・職域・企業募金、募金箱の設置にご協力をいただきありがとうございました（敬称略・順不同）
（福）ナザレ園、（福）慈川会チルドレンズ・ホーム、（福）実誠会障害者支援施設なるみ園、横堀小学校、
額田小学校、菅谷小学校、菅谷東小学校、菅谷西小学校、五台小学校、芳野小学校、木崎小学校、
瓜連小学校、那珂第一中学校、那珂第二中学校、那珂第三中学校、那珂第四中学校、瓜連中学校、
那珂市役所各課室、那珂市連合民生委員児童委員協議会、那珂市消防本部、（公社）那珂市シルバー人
材センター、那珂市商工会、（国研）量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核
融合研究所、
（株）ソニー・ミュージックソリューションズ、森松工業（株）関東工場、
（株）東海ゴルフ、
ウエルシア那珂竹ノ内店、ウエルシア那珂瓜連店、JA 常陸那珂直売所、ツルハドラッグ那珂竹ノ内店、
（有）大和田新聞販売、直売所とんがりはっと、イオン那珂町店、マルト SC 那珂店、かわねや菅谷店

令和３年度

歳末たすけあい募金ひとり暮らし高齢者支援事業配分実績について

歳末見舞金配分として、民生委員のみなさまにご協力をいただき、市内にお住まいで非課税世帯の
７５歳以上ひとり暮らし高齢者のかた２１６名に見舞金を配付しました。

つながりをたやさない社会づくり

～赤い羽根共同募金助成事業～

このたび那珂市社協では、茨城県共同募金会から、「令和 3 年度茨城県共同募金会地域福祉特別助
成」を受け、１２月２４日から年末にかけて「ひとり親家庭応援あったかふれあい便」を実施しました。
コロナ禍により、影響を受けているひとり親家庭を支援するため、年末年始にちなんだそばやお餅な
どの食品を子どもの居場所参加世帯や母子寡婦福祉会会員のうち配布を希望された世帯へお配りしま
した。「食費がかかるのでとても助かります」「あたたかい年末年始を
迎えることができます」などたくさんのお礼の言葉をいただき、食の
支援をとおしてコロナに負けない家族のつながりづくりを応援するこ
とができました。
「困ったときはお互いさま」の精神から始まった赤い羽根共同募金募
金は、コロナ禍による影響を受け、困っているかたたちの生活を支え
る活動にも使われています。

暮らしの中の困りごとについて
那珂市社会福祉協議会にご相談ください
生活が苦しい、失業、就職が
できないなどの相談
困窮や就労についての相談

菅谷

自立相談サポートセンター
仕事が見つからない、生活に困っている、家
賃が払えないなどの相談を受け付けています。
専門の支援員が困りごとを一緒に考え、解決へ
のお手伝いをします。ハローワークと連携し、
ハローワークの出張相談を開催し就労支援を
行っています。一人ひとりの状況に応じて関係
機関と連携し支援を行います。

福祉資金の貸付に関する相談

菅谷

生活福祉資金貸付事業・生活つなぎ資金貸付事業
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯など
に対して、資金の貸し付けと相談支援を行うこ
とで、世帯の経済的自立
及び生活意欲の向上・促
進並びに社会参加の促進
を支援します。

障がい者の暮らしに関する相談
障がい者の虐待に関する相談

菅谷

障害者虐待防止センター
障がい者のかたが、たたかれる、悪口を言わ
れる、自分の年金や賃金をもらえない、無理や
り体を触られる、食事をもらえないなど虐待を
受けている可能性があるなどの相談を受け付け
ます。
匿名での通報も受け付けますので「虐待」か
もしれないと思ったらご相談ください。
専用電話 ２４時間３６５日 ２２９－０９５２

障がい者の差別に関する相談

菅谷

障がい者差別解消相談室
障がい者のかたや家族からの障がいを理由と
した差別に関する相談を受け付け、一緒に考え
解決へのお手伝いをします。

障がい者の暮らしやサービスに関する相談

瓜連

障害者基幹相談支援センター
障がい者に関わる制度や、福祉サービスに関
する相談について、関係機関と連携して各種相
談を受け付け、情報提供を行います。

ご家庭や地域生活の中での困りごとに関する相談
どこに相談すればよいかわからないことに関する相談

菅谷

ふくし相談センター（福祉総合相談）
ご家庭内また地域での生活を営んでいく中でおこるさまざまな困りごとや悩みに対して、ご相談に
応じます。電話や面談でお話しを伺い、問題を解決するための制度や手続きなどをご紹介いたします。
また、名前は教えたくないなど、匿名での相談でも大丈夫です。相談は無料です。
「この困りごとや悩みをどこへ相談したらいいだろう」とお悩みのかたは、お気軽にご相談ください。
問い合わせ窓口

（菅谷）那珂市社会福祉協議会菅谷分室
市総合保健福祉センターひだまり内
０２９－２９８－８８８１
受付時間

（瓜連）那珂市社会福祉協議会事務局
那珂市瓜連３２１市役所瓜連支所分庁舎内
０２９－２２９－０３０９

平日 午前８時３０分から午後５時１５分

相談
ふくし相談センター
ご本人やご家族、地域などのことで「どこに相談
したらよいのかわからない」と思ったら、お気軽に
ご相談ください。専門の相談員が一緒に考えながら、
解決へのお手伝いをします。
●場
所 市総合保健福祉センターひだまり
菅谷分室
●受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分
●受付方法 電話、ＦＡＸ、面談（訪問も可）、メール
●問い合わせ 社会福祉協議会 菅谷分室
298-8881 FAX298-8890
E-mail f-soudan ＠ naka-shakyo.net
◆「ふくし相談センター」は、福祉総合相談・自立相談サポー
トセンター・障害者虐待防止センター・障がい者差別解
消相談室などの複数の窓口を統合して運営しています。

案内
こどもの不登校やひきこもりで悩むご家族へ
悩みを置いていける場所『あがっぺほっとサロン』
「ずっと仕事をしていない（学校へ行っていない）」
「家からほとんど出ない」など、同じ悩みや子育て
経験があるかた同士でちょっと話してみませんか。
（聞くだけでも OK です。）
時

相談
障がい者の暮らしの相談 ※１
障がい者の日常生活の相談に応じます
（要予約）
家族関係・人間関係の悩み、生活の工夫、困りご
とに、相談員（障がい当事者及び当事者の親）が、
相談に応じます。
●問い合わせ 障がい・介護支援グループ
２２９－０３０９ ＦＡＸ２９６－１００２

案内

あがっぺほっとサロン※２

●日

社
協
インフォメーション

原則毎月第２火曜日

那珂市おもちゃ病院
大切なおもちゃを直します※３
那珂市おもちゃ病院では、ボランティア活動として
お子様のおもちゃを無料で修理しています。修理の受
付は活動日のみになります。
（※ゲーム機やアンティー
クなど修理をお受けできないものがあります。
）
●活動予定日 ４月１４日・２８日、
５月１２日・２６日、

午前１０時３０分から正午
途中入退室可
●場

所

瓜連キリストの教会内
あがっぺカフェ
（那珂市瓜連５７３－１）

●参加方法

申込不要

参加費無料

6 月９日・2 ３日
●場

所 市総合保健福祉センターひだまり

●活 動 時 間 午後１時３０分から午後３時３０分
●問い合わせ 総務 ･ 地域福祉グループ
２２９－０３０９

飲み物代ひとり２００円～
●問い合わせ 社会福祉協議会 菅谷分室 298-8881

※１・２・３については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる可能性があります。
お手数でも事前にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

「那珂市のふくし」への
有料広告掲載事業所を募集します
【広告の規格】
【広告掲載料】
①半枠 縦4.5cm×横8.8cm
①半枠 10,000 円（1 回）
②全枠 縦4.5cm×横17.6cm ②全枠 20,000 円（1 回）

029-296-0034

※掲載する広告ページは表、裏 表紙を除くページになります（2 色刷り）
詳しくはお問い合わせください。
（229-0309）

「那珂市のふくし」の一部には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。

）は指定先、それ以外は那珂市社会福祉協議会

切手テレカボランティアポピー
ぴっぴお話の会
片岡順一
ぬかんざきまつり実行委員会
匿名
水戸友の会

13,000 円
4,924 円
7,289 円
10,000 円
1,961 円
3,000 円

みなさまの善意に感謝します︒

預託者（

金額（円）

みなさまからお預かりしたあたたかいお気持ち︵お金や物品︶を

預託者（敬称略）

■ 善意銀行とは …

令和３年11月26日から令和４年2月21日現在

社会福祉のために活用させていただくための窓口です︒

善意銀行からのご報告

●車いす（３台）
水戸ヤクルト販売（株）
●書き損じハガキ・切手・テレカ
（届け先 切手・テレカボランティアポピー）
ゆたか保育園 あすなろ動物病院 渡辺修一
（株）ソニー・ミュージックソリューションズ
那珂市更生保護女性会 (株)松井建設
こいと自動車サービス 横堀小学校
★使用済み切手
（株）松本総建 金子葉子 菊地美代子
…切手の周囲 1㎝を
美容室まゆみ 匿名２件
消印を残してはさみ
で切り取ります。
●おしりふき布（届け先 市内施設）
那珂市更生保護女性会 山中澄子 野木利三郎
●タオル・雑巾等（届け先 市内施設）
茨城県退職公務員連盟那珂支部
那珂市更生保護女性会 水戸農業高等学校 加倉井雅子
こいと自動車サービス 山中澄子 野木利三郎
匿名２件
●靴下（届け先 ふれあい給食サービス対象者のうち、女性対象者）
佐藤栄子 神沢ユキ江
●手ぬぐい（届け先 市内施設）
匿名１件
●マスク
水戸ヤクルト販売（株）様から車いすを
寄贈いただきました。
水戸農業高等学校

那珂市社協は、所得税額から一定の金額を控除できる税額控除対象法人です。社会福祉協議会に寄付された個人のかたは、
税制上の優遇措置が受けられます。

【布の寄付を募集しています】
みなさまのご自宅に眠っている布類はありませんか？社協では雑巾やおしりふき布の材料に
なるタオルやシーツ、衣服など布の寄付を募集しています。集まった布は、市内に住む 93 歳の
ボランティア、野木利三郎さんが手作業で加工しています。
寄付していただけるかたは、社協（瓜連）または菅谷分室（ひだまり）までお届けください。
みなさまからのご支援お待ちしております。
◇生地の例◇
白色または白色系で、
綿素材のタオル、シーツ、
肌着、T シャツなど

問い合わせ

総務 ･ 地域福祉グループ
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～あったかはあとをみんなの手で～

ご 近 所 の 第 63 回 ふれあい・いきいきサロン
活 動 拝 見 「はつらつクラブ」

今回は、西木倉で活動している「はつらつクラブ」をご紹介します。
結成の経緯について代表の植田さんに伺うと、以前ふれあいセンター
ごだいで行われていた介護予防教室「はつらつ塾」に長年参加してい
たメンバーが、事業として終了したあとも仲間たちと集う場が欲しい
との思いから「はつらつクラブ」を結成したそうです。
活動について伺うと、「月に２回行う脳トレとシルバーリハビリ体
操、手芸などを交互に行うことで、頭も体もバランス良く使うように
工夫しています」と話してくださいました。切り絵などの作品を見せ
ていただくと、どの作品も精巧に作られていました。会員のかたから
は「みなさん手芸が得意な訳ではないけど、各自が古布を持ち寄り分 見せていただいた作品のひとつ
け合って、教え合いながら和気あいあいと活動することが刺激になり、楽しみにもなっています」とおっしゃっ
ていました。中には作品づくりに熱中し、自宅で何点も作るかたがいるそうです。
参加しているみなさんが「この場所でみんなと顔を合わせ、おしゃべりしながら一緒に過ごす時間が楽し
みになっています」「少ない人数ですが、これからも元気に活動を続けていきたいです」と話してくださいま
した。

●名
●日
●会
●活
●会
●会

称 「はつらつクラブ」
時 第２・４水曜日 午前９時 30 分から 11 時
場 西木倉公民館
動 シルバーリハビリ体操、手芸など
員 女性８人（70 ～ 90 代）
費 100 円 / 月

代表の植田さんから一言
会員どうしとても仲の良いサロンです。
第４水曜日のシルバーリハビリ体操は 10 時
から 11 時までの１時間です。この体操だけ
の参加もできますので、ご一緒しませんか？

いきいきサロンに興味・関心のあるかた、「やってみようかな」とお思いのかた、那珂市社協までご連絡ください。

あ り が と う ！「 き ず な B O X 」過去最大量の食品寄付が集まりました
令和３年度は１２月末までに、1.8 ｔの食品がきずなＢＯＸに届けられました。これは令和２年
度の総量 1.5 ｔを上回る量です。
今年度も複数の企業・団体様から、まとまった数量のレトルト食品や缶詰の寄付をいただいて
います。お預かりした食品は、市内をはじめ県内の生活にお困りのかたの支援に活用いたします。
1 月 11 日（火）には、株式会社ダイナム様より今年度２回目の寄付を
いただくなど、地域貢献活動として継続的に社協へ食品を届けてくだ
さっています。
引き続き、みなさまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
※食品は未開封で賞味期限が２か月以上のものに限ります
※お米は昨年度までに収穫されたものが寄付対象です（随時募集中）

大和田 優
上原 精一
舘
祝子
小澤 祐一

写 真 は、 ２ 月 日 に
開催しました第４次地
域福祉活動計画策定委
員 会 で の 一 枚 で す。 新
型コロナウイルス感染
症 対 策 の た め、 会 議 を
オンラインと併用して
行いました。

編集委員
委 員 長
副委員長
委
員

〃
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社会福祉法人那珂市社会福祉協議会

TEL 029-229-0309

■設置場所
・総合保健福祉センターひだまりロビー
・那珂市社会福祉協議会事務局
（市役所瓜連支所分庁舎内）
・那珂市役所総合案内前

■問い合わせ
総務 ･ 地域福祉グループ
２２９－０３０９

住所 〒 319-2102 茨城県那珂市瓜連 321 番地

FAX 029-296-1002

HP http://www.naka-shakyo.net

E-mail shakyo@naka-shakyo.net

facebook.com/nakashakyo

