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赤鬼み～っけ！　みんなでやっつけろ！

節分の日に、子どもたちが赤鬼退治！

たくさんの福を呼ぶことができました。
～水海道児童センター・三坂児

童館～～水海道児童センター・三坂児
童館～

～水海道児童センター・三坂児
童館～

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。
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協は社会福祉協議会の略称です。2
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　1月 26 日に常総市シルバークラブ連絡協
議会の会員を対象としたボッチャ講習会を
開催しました。東京パラリンピックで話題に
なった「ボッチャ」。白い目標のボールに、
赤青のボールを投げたり、転がしたり、他の
ボールを当てたりして、近づけるかを競う誰
でもできるニュースポーツです。
　当日は、会員126名の参加があり、ボッチャ
協会の講師からの説明の後、競技を体験しま
した。参加者からは、「今後自分のクラブで
もやりたい」「大会があったらぜひ参加した
い」との声が聞かれ、たくさんの参加者に興
味を持っていただきました。

ち い き ふ く し

　３月１日に大生小学校で福祉出前講座を行いました。大生小学校の５年生は「ふれあいを広げよう」
をテーマに総合学習で福祉の学習に取り組んでいます。
　今回は、車いす利用者の気持ちを理解するために車いすの利用方法を学び、利用者と介助者に分かれ
体験を行いました。体験することで、車いすの危ない、怖いと感じるポイントを知ることができ、優し
い気持ちで声かけができるようになりました。

車いすでボッチャ体験、力の加
減が難しいね。

車いすの説明を聞いて使い方も
これでバッチリ！

乗っている人の気持ちを考え、
小さい段差でも慎重に。

パラリンピック種目
を身近にパラリンピック種目
を身近に

パラリンピック種目
を身近に

広がったね「ふくし
」の輪

広がったね「ふくし
」の輪

広がったね「ふくし
」の輪

常総市シルバークラブ連絡協議会とは…

仲間と生きがいのある毎日を過ごせるよう、楽し
く語らい、健康づくり運動や助けあい活動、趣味
やスポーツ活動を行っている身近な団体です。
【お問い合わせ先】
石下事務所市民活動支援係（TEL30-8789）まで
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　「ふれあい・いきいきサロン」とは、誰もが楽しく気軽に参加できる地域交流や仲間・居場所
づくりを通して、住民同士のつながりを深める活動です。
　常総市内では、地域を拠点として 15 団体が活動しており、地域の皆さんがそれぞれ活動内容
を決めて自主的に活動しています。

ふれあい・いきいき
サロンふれあい・いきいき
サロン

ふれあい・いきいき
サロン

はじめませんか？はじめませんか？はじめませんか？

Q 活動を始めたきっかけは？

A サロンとして活動する前は、地域の皆さんとお店
に行ってカラオケをしていました。誰もが気軽に
参加できるようにと公民館でカラオケを始めたの
がきっかけです。

Q 今後、取り組んでみたい活動はありますか？

A カラオケの他に、太極拳、輪投げ、ペタンクなど
の活動もしています。会員の皆さんの意見を取り
入れ新たな活動もしていきたいです。

Q 地域の皆さんへメッセージはありますか？

A 趣味を通じて一人でも多くの仲間を増やし地域の絆を深めて
いきたいです。興味のある方の参加をお待ちしております。

地域に居場所を
つくりたい方

仲間づくり活動が
したい方

趣味を活かした活動を
したい方

山田町いきいきサロン団体名

カラオケ、太極拳、輪投げ、ペタ
ンクなどを通じて地域の絆を深め
る活動をしています。

活動内容

原則、毎月第２第４日曜日活動日
山田町公民館活動場所

ふれあい・いきいきサロン助成金これからサロンを
始める方を応援します！

8 名参加で年 24 回開催→ 21,600 円　　　15 名参加で年 12 回開催 → 21,000 円例

活動支援金：新規でサロンを立ち上げる方に活動準備金として 10,000 円助成します。
活動助成金：参加人数や開催回数に応じて経費の一部を助成します。
※助成金額及び申請方法については、下記までお問い合わせください。

助成内容

こんな方におすすめ

ふれあい・いきいきサロンに関するお問い合わせ先【 石下事務所地域支援係（TEL30-8789）】

　お茶飲みや食事会、簡単なゲームや体操などのレクリエーション、カラオケな
どがあります。地域の誰もが気軽に参加できるような内容がおすすめです。サロン活動例

地域のたまり場へおじゃまし
ます。地域のたまり場へおじゃまし
ます。

地域のたまり場へおじゃまし
ます。
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ご協力ありがとうございました
令和４年度共同募金 報告

（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）　　　　

募金総額  １１，４６２，４５３ 円
内訳　赤い羽根募金　　　　10,997,079円

歳末たすけあい募金　     465,374円
※ 1月 23日までの実績。以降は次年度実績になります。

（敬称略・順不同）
　 戸別募金　　10,176,044 円

支部名 金額
社協水海道高野町支部 87,200
社協水海道天満町支部 311,200
社協水海道亀岡町支部 52,000
社協水海道本町支部 61,600
社協水海道元町支部 28,400
社協水海道栄町支部 113,500
社協水海道宝町支部 155,300
社協水海道諏訪町支部 163,100
社協水海道橋本町支部 309,604
社協水海道森下町支部 320,000
社協水海道渕頭町支部 111,100
社協水海道山田町支部 279,200
社協水海道川又町支部 59,200
社協豊岡支部 1,026,100
社協菅原支部 488,800
社協大花羽支部 308,800
社協三妻支部 788,600
社協五箇支部 368,800
社協大生支部 394,300
社協坂手支部 406,600
社協内守谷支部 329,400
社協菅生支部 721,600
社協石下支部 1,146,000
社協豊田支部 428,600
社協玉支部 378,400
社協岡田支部 739,600
社協飯沼支部 599,040

　 赤い羽根自動販売機募金
82,410 円

団体名 金額
よしの荘 10,327
けんちの苑水海道 38,370
とり専科やまぶ 12,721
つくば長寿の郷 7,300
石下ボウル 6,520
市内公共施設 7,172

　 イベント募金　　64,243 円
イベント（団体）名 金額

タチスミレ観察会及び地域交流会（菅生沼を考える会） 3,960
三世代交流歩く会（社協水海道森下町支部） 10,015
スポーツ交流会（社協玉支部） 441
健康ボウリング教室（社協石下支部）　 6,032
元気が出る福祉講演会（社協豊岡支部） 3,300
ふれあいフェスティバル＆子どもまつり（社協坂手支部） 3,701
グラウンドゴルフ大会（社協岡田支部） 4,341
山田町福祉まつり（社協水海道山田町支部） 12,273
第 35 回ふくし祭り（ふくし祭り実行委員会） 9,677
地域交流どんど焼き（社協水海道山田町支部） 10,503

　 店舗募金　　17,806 円
店舗名 金額

ツルハドラッグ水海道栄町店 4,579
ツルハドラッグ水海道店 1,204
ウエルシア薬局常総石下店 1,929
ウエルシア薬局常総向石下店 2,884
ウエルシア薬局常総北水海道店 7,210

　 個人募金　　70,698 円
募金者氏名 金額

沼尻　一男 4,021
中川　智雄 9,285
横島　千代子 1,000
鈴木　典子 1,000
染谷　信子 1,000
武藤　智子 1,000
匿名（3名） 53,392

　 街頭募金　　81,284 円
団体（実施場所） 金額

水海道二高マルタ会（カスミ水海道栄町店前） 19,074
地域女性団体連絡会内守谷支部（カスミきぬの里店前） 23,565
地域女性団体連絡会水海道天満町支部（あすなろの里） 32,154
渕頭町婦人部（TAIRAYAファインズ淵頭店前） 6,491
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　 法人・団体等募金　　490,435 円
企業・団体名 金額 企業・団体名 金額

渡辺食品株式会社 10,000 社協大花羽支部 9,000
社会福祉法人かしわ学園 29,266 向石下いきいきクラブ 11,204
株式会社フルヤ建商 10,000 地域女性団体連絡会三妻支部 20,000
川光物産株式会社 10,000 常総市建友会水海道地区会 10,000
株式会社幸壽会つくば長寿の郷 10,000 常総市建友会石下地区会 10,000
株式会社ケースリー 5,000 石下カラオケ会 16,245
新井土木株式会社 10,000 石下グラウンドゴルフ愛好会 9,150
株式会社ステラ物流 10,000 内守谷工業団地連絡会 20,000
株式会社京まろん 5,000 大生郷工業団地連絡協議会 20,000
株式会社ジェイウィング 10,000 水海道ロータリークラブ 50,000
満和電気工業株式会社 10,000 市役所・消防・社協等職員職域募金 140,685
高尾工業株式会社 10,000 市内公共施設等募金箱 40,374
前河原女性部 3,500 auPAY募金 1,011

　 学校・保育園・幼稚園等募金　　479,533 円
学校・保育園・幼稚園等 金額 学校・保育園・幼稚園等 金額

水海道小学校 53,450 鬼怒中学校 2,121
大生小学校 20,611 石下中学校 28,959
五箇小学校 3,850 石下西中学校 9,880
三妻小学校 8,272 おひさま幼稚園 10,972
菅原小学校 7,557 にじいろ幼稚園 18,005
大花羽小学校 2,288 石下幼稚園 20,100
豊岡小学校 24,407 絹西保育園 6,828
絹西小学校 15,421 小貝保育園 1,122
菅生小学校 3,203 さくら保育園 2,088
岡田小学校 29,582 東さくら保育園 5,173
玉小学校 15,737 認定こども園 みつかいどう 21,108
石下小学校 57,045 認定こども園 二葉こども園 2,144
豊田小学校 22,084 認定こども園 きぬ学園 11,950
飯沼小学校 26,722 認定こども園 石下保育園 23,000
水海道中学校 25,854

－募金は、私たちのまちを良くするために使われます－
・高齢者や障がい者を支援する活動のために
・ボランティア活動者の支援や育成のために
・子育て中の方を支援する活動のために
・地域の福祉課題を解決する活動のために
・生活支援を必要とする世帯への見舞金に
・県内の福祉施設や社会福祉を目的として活動する団体に
・大規模災害への備えや災害時のボランティア活動支援に

（敬称略・順不同）
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未就園児のサークル会員募集中！

～水海道児童センター・三坂児童館～

　常総市内には二つの児童館があるのをご存知ですか？ 0 歳から 18 歳の子
どもと保護者、子どもに関わる大人の方が利用できます。（未就学児は保護
者の付き添いが必要です。）
　お子さんの安全な遊び場、親子のふれあいの場、お母さん方の仲間づくり
の場としてどうぞご利用ください。

開館時間：8時 30分～ 17 時
開 館 日：月曜日から金曜日
三坂児童館 ：第 1・第 3土曜日
水海道児童センター：第 2・第 4 土曜日

　水海道児童センター（幼児教室アイアイ）、三坂児童館（幼児ク
ラブ）では、幼児親子向けに登録制の子育てクラブを運営していま
す。季節の行事、工作、遠足、食育講座など親子で楽しめるイベン
トが盛りだくさんです！興味のある方は、お問い合わせください。

　子育て支援や地域交流の場を目的に子ども服やお
もちゃ、絵本などのリサイクル品があります。誰でも
利用できますので、お越しください。

　親子で、お友だちと、のんびり楽しく、いろんな遊
びを通してふれあいましょう。
　お母さん同士の情報交換もできますよ。（要申込）

休館日

いつ開いているの？

上記以外の土曜日、日曜日
開館土曜日の翌月曜日
（休館月曜日が祝日の場合、翌火曜日ま
で休館となります。）祝祭日、年末年始

どんなイベントがあるの？

○小学生向けイベント
○幼児親子向けイベント
季節の行事、制作、ボランティアの
協力による読み聞かせや、遊びの教
室など楽しいイベントを行っていま
す。詳細は、電話で確認してください。
※申し込みが必要なものもあります。

大 人 気

イベント！開催

【開催日】月、水、金、第2・第4土曜日 　【時間】9時～17時
【開催日】5 月より毎月第 1・第 3 水曜日又は金曜日
【時間】    10 時 30 分～ 11 時 30 分

いいもの☆み～っけ
（子ども用品リサイクル）

～三坂児童館～～水海道児童センター～

ニコニコ広場
（子育てサロン）

水海道児童センター 【TEL】23-1902 三坂児童館 【TEL】22-7937

どんな遊びができるの?

館内では、卓球やとび箱、バスケッ
ト、トリオ縄跳びなどのスポーツ、
大型ブロックやピアノ、絵本を使っ
ての遊びが人気です。館外では、シー
ソーや砂場、ブランコなどの遊具で
自由に遊べます。
※それぞれの施設で遊べる遊具が一部異なります。
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　ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中にケガ
をしたり、他人に損害を与えて損害賠償が生じたりした場
合に、その損害を補償してもらえる保険です。
　ボランティア・市民活動センターへ登録しているボラン
ティア団体や個人の方が加入できます。

ボランティア
市民活動ひろば
ボランティア活動に関する情報をお届けします

※ 中途加入の方は、加入手続き完了日の翌日から
　の補償となります。

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

　話を要約し文字にして伝える要約筆記は、中途失聴や難聴者にとっ
て、欠かせないコミュニケーションの一つになっています。社協では、
要約筆記を知ってもらうために要約筆記入門講座（全 5回）を開催
しました。
　講座では、要約筆記の基礎として、話す速さと書く速さの違いな
どを学んでいただき、受講者からは、「要約筆記を必要とする方への
接し方を知ることができました。」「大切なコミュニケーション手段
なので多くの方に知ってもらいたい。」などの感想が聞かれました。

VR（ヴァーチャルリアリティ）で認知症を疑似体験

「要約筆記」知っていますか？

保険料（1名あたり） 補償期間

加入プラン 基本プラン 天災・地震
補償プラン

特定感染症
重点プラン

保 険 料 350 円 500 円 550 円

詳細や申し込みについては石下事務所
市民活動支援係 TEL ３０- ８７８９ま
でお問い合わせください。

　2月 1日に VR認知症体験会を実施しました。高齢者や障がい者に関わる方や専門職の 40名が、認知症の方の気
持ちを理解することや接し方を知ることを目的に参加しました。VR動画を観て普段の生活の中でどのような感じ方
をしているのかを知る機会となり、参加者からは「認知症になっても安心して生活できる社会になってほしい。」な
どの声が聞かれました。
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緊急食料支援のお知らせ
社協では、生活にお困りの方に対し食料品や日用
品を支援しております。何かお困りの事がありま
したら、ご相談ください。

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

令和 4 年12 月10日～令和 5 年 3 月5日現在（順不同・敬称略）

Infor�ation

現  
金

株式会社オリエンタル商事 32,371 円

出野好夫 118,665 円

水海道教会二葉こども園 10,000 円

社協水海道山田町支部 7,900 円

まちの研ぎやさん 11,364 円

匿名 3,881 円

匿名 2,465 円

匿名 221 円

匿名 82 円

匿名 310 円

物 
品

横田浩子 未使用切手

匿名、明治安田生命水海道営業所
野村自動車、高砂製紙株式会社 使用済み切手

匿名、株式会社イシイ 書き損じはがき

①～④の文字を繋ぎ合わせると、ある単語になります。正解された方には、
抽選で10名様に心身障害者福祉センターオリジナル賞品をプレゼントします。

【応募方法】はがき裏面に、「答え（4 文字）、氏名、住所、電話番号、社協や広報紙に対する意見」
を記入の上、以下まで郵送ください。当選の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

【宛先】〒300-2792　常総市新石下4365 番地 常総市社会福祉協議会　行
応募締切　４月３０日（日）必着

1

2

3

4

「①〇〇〇〇〇活動」は、自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為です。
「赤い羽根〇〇〇〇②募金」は、常総市内、茨城県内の様々な福祉活動に使われます。
「ふれあい・いきいき③〇〇」は、誰もが楽しく気軽に参加できる地域交流や仲間づくりの活動です。
社会福祉協議会は、「〇④〇福祉を推進」する団体です。

答えは「①②③④」の４文字です。 〇に入る言葉は、カタカナかひらがなで、この広報紙の
ページタイトルにヒントが隠されています。

ヒント

厚生労働大臣表彰おめでとうございます！

【社会福祉協議会役員】　齊藤　裕介　理事

長年にわたり社協役員として社会福祉事業に貢献し、
厚生労働大臣から表彰されました。これからもさらな
るご活躍を期待しております。

社協会員会費のご報告社協会員会費のご報告 追 加追 加

一般会員会費 法人特別会員会費

支部名 追加分 合計額
社協水海道
宝町支部 10,500 円 94,500 円

社協石下支部 9,500 円 841,500 円

10,000 円
茨城トヨタ自動車
株式会社石下店

前号での報告以降に、会費追加のご支援をいただき、ありがとうございました。

とど
けようとど
けよう

「社会福祉のために役立ててください」と
皆さまから社協へ寄せられた善意は次の通りです。ありがとうございました。

【お問い合わせ先】水海道事務所　生活支援係
TEL 23 -2233

　食料品は、
（株）カスミ、JA
常総ひかり石下支
店、フードバンク
牛久、セブンイレ
ブンジャパンなど
より、寄付をいた
だいております。


