使用済み切手やプリペイドカード、
アルミのプルタブなどもリサイクル

守谷市社会福祉協議会善意銀行では、使用済み
切手やプルタブなどをリサイクル！
使用済み切手は、日本キリスト教海外医療協
力会で収集家による換金を経て、タンザニアで
看護学校の教科書代やウガンダの助産師学校の
学費などアフリカの医療支援になります。プル
タブも業者で換金後、貸出用車いすの購入や修
繕費に充当させていただいております。

春満開 ! コロナウイルスにも負けず
みんなでできる
ボランティア !!

～切手の切り取り方～
・消 印の日付や場所、
切手のまわりのギザ
ギザなどを残してく
ださい（はがした切
手はダメ！）

入れ歯や貴金属のリサイクル
回収ボックスは「げんき館１階」と
守谷市役所１階市民ホール

日本入れ歯リサイクル協会では、金属をかぶせ
たり詰めた歯や入れ歯、絡まって使えなくなっ
たネックレスや片方だけのピアスなどのアクセ
サリーをリサイクル！
入れ歯や貴金属を採精、換金し、ユニセフや
東北復興支援団体を経由し、子どもたちへの支
援に役立てられています。

あなたもできる“食”
の支援

「きずなＢＯＸ」に食品提供のご協力を！
守谷市役所１階市民ホールに続いて
保健センター・文化会館にも設置しました！

社会的支援を必要とする人たち、食事提供をする団
体や福祉施設などに食品を届ける活動をしているフー
ドバンク茨城では、地域連携活動として公共の場所に
「きずなＢＯＸ（食品収集箱）」を設置し、市民などか
らの食品のご協力をお願いしております。

！」に
「もったいない！」を「ありがとう！

～寄付方法～
・熱 湯 消 毒 し 、
ビニール袋に
入れ、回収ボ
ックスにいれ
てください

このような食品が特に必要とされています
・缶詰 ・レトルト食品 ・インスタント麺
・うどん、そば、パスタ等の乾麺
その他、いただきもの、ご家庭に眠っている食品等
（寄付いただく際の注意点）
※常温保存可能、未開封、賞味期限２ヶ月以上残っ
ている食品
※要冷蔵、冷凍品、野菜や果物などの生鮮食材は不可
※割れ易い容器の食品は梱包してください
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誰しもいつ介護が必要になるか
わかりません！
１２月１８日から４回コースで、守谷市文化会館にて、
「もしもに備え知っておきたい
介護講座」を開催し、１３名が参加。今回は茨城県薬剤師会や地域包括支援センター、
宅配サービスにもご協力いただき、高齢者や障がい者のお薬や食と健康、認知症や身体
についてなどのテーマで実施。
参加者からは「認知症と物忘れの違いや薬の作用につ
いてなど、実生活でも参考になった」
「介護食についても
学べ、食べやすくする工夫、もしもの時には宅配サービ
スがある事を知り、身内にも教えたいと思った」
「車いすや白内障などの不自由な方の体
験ができて、これからは高齢者や障がい者の立場に立って配慮ができそう」などの感想が
寄せられた。

体験していろいろなことが分かったよ！
１月２７日、２８日、松ケ丘小学校４年生１０３名がクラスごとに車いす体験と手話
を体験。車いす体験では雨のため、体育館内でマットやカラーコーンで作った障害物を
自分で操作したり、見守る保護者とともに介助をしたりした。また、手話体験では、今
回も手話サークル・トゥインクルメンバーの協力のもと、１グループ６人であいさつや
自己紹介などを教えていただき、
グループの代表者が成果を披露した後、
メンバーから「災
害時に聴覚障がい者の方にみんなでもできることについ
て」の話にも真剣なまなざしで聞いていた。
体験した児童からは「段差や曲がる時の声かけが大切だと思った。車いすの種類もたく
さんあることやパラリンピックでの車いす競技の話も聞いて観たいと思った」
「手話には
漢字や物の形をイメージしたものがあることも知り、もっとたくさん手話を覚えたいと
思った」
「手話ができなくても耳の聞こえない人に、紙や地面に書いて伝える方法もある
ことも分かった」などの感想が寄せられた。

「誰に・いつ・どの様に…」大切な思いを託す人生会議
２月８日、守谷市北守谷公民館多目的ホールにて、行政書士でもあり、社会人落語家の天神亭きよ美氏をお招きし、
「落
語で笑って学ぶ人生会議」と題した地域ケアスシテム地域啓発講演会に１８０名の方が
参加。
少々重くなりがちな相続や終活のテーマを身振り手振り交えた笑いのある噺の中、遺
言方法などの情報もわかりやすく学ぶことができた。
ご自身の不妊治療の経験から「生命の誕生」から誰しもが避けて通れない「もしもの時」
まで、自分らしく悔いなく生きるために役立つエンディングノートの活用など、誰にどの
ように伝えたら良いのかなど、落語の明るい巧みな噺で改めて考えるきっかけになった。

60歳以上

女性会員募集

☎029748-8591

家事援助、学童見守り、施設管理、軽作業、清掃など、ご自
分のライフスタイルに合わせたお仕事が出来ます
手作り手芸小物を制作して楽しむ親睦会グループ
入会説明会/第1.3木曜13時30分
（要事前予約）
公益社団法人 守谷市シルバー人材センター

守谷市本町 622-2

身近で頼れるアドバイザー
プロフェッショナルの保険代理店

60歳以上

手作り

あなたと、大切な人を守る
保険の事はお任せください。

その他、家事

㈱総合保険・富士 保険工房オフィス

ご自分のラ

入会説明会

守谷市けやき台2-11-7
TEL 0297-34-1322 FAX 0297-34-1323
Eメール hokenkobo@sogohoken-fuji.jp

公益社団
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笑顔での接客！きびきびと！
２月５日、社協障がい児者福祉委員と広報委員合同で、常総市にある障がい者多機
能型通所施設「ハレルヤ」を視察。ハレルヤでは、日常生活支援や軽作業、創作活動
などを行う「生活介護」と通常の就労が困難な人たちに生産活動を通じて、就労訓練
を行う「就労継続支援Ｂ型パン工房ハレルヤ」を行っている。暖かい陽が差し込む木
を基調とした施設内では、創作を楽しむ場所、パン製造や直売、地域交流カフェ「ぶどうの木」などでの就労にむけ
た取り組みが見られた。また、職員のための保育所も完備されており、通所者、職員、カフェを訪れる地域の方々も
笑顔がたえない明るい場所に、各委員も自然に笑顔で応える様子が見られた。
（※就労継続支援とは：通常の雇用は困難であるが、障がい者雇用契約に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、一般就
労を目指すＡ型事業と通所して授産的な活動などの就労訓練を行いながら、Ａ型や一般就労を目指すＢ型事業が
あります）

世界保健機関 WHO で勤務した茨城県保健福祉部長を講師に向かえて
２月１０日、社協総務委員会主催「守谷市社協役員等研修会」を守谷市国際交流研修セ
ンターにて開催。
当日は、社協役員・行政関係者等６６名が参加し、茨城県保健福祉部長の木庭愛氏によ
る「世界保健機関 WHO とは」をご自身の 3 年間の勤務経験を踏まえて、講演していただ
いた。木庭氏は主に、活動資金となる財務関係を担当したとのことでした。2 月はまさに、
WHO が１月 30 日に感染症で問題になっている新型コロナウイルスによる肺炎を「国際的に懸念される国際的に懸
念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したところでした。講演は、
WHO の役割、
財政運営等についての講演でした。
また、イギリスでの子育て経験についてもお話をいただいた。

地域活動の原動力に！
１月１０日、茨城県総合福祉会館において、一般社団法人生命保険協会茨城県協会様
より福祉巡回車「さわやか友愛号」を寄贈いただきました。
同協会では、県内加盟２６社の職員等が募金活動を実施し、毎年、県内の社会福祉協
議会へ在宅介護サービス等に活用される福祉巡回車を寄贈しています。その他にも希望
の翼・希望号やあしなが育英会への寄付、地域の見守り活動や献血活動など、社会貢献
活動に取り組んでいます。本会では 2 台目の活動車のとなり、今後、在宅福祉サービス
事業訪問や地域福祉活動車として活用させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大予防対策への対応として、3 月に
実施予定をしておりました「いきいきプラザ・げんき館」や「ミ
ナーデ・げんき館」
、
「ひとり親世帯交流 1 日遠足」や「高野地区子どもヘルパー
修了式」
、
「健康水中体操」など、他にもさまざまな事業を中止とさせていただ
きました。参加を楽しみしていただいていました皆様には、誠に申し訳ござい
ません。今回の状況を踏まえ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ごめんなさ い
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前号（No.165）９ページの「茨城
県社会福祉大会」の茨城県社会福
祉協議会会長表彰されたました安
倍英子様のお名前が誤りでした。

ここに訂正させていただきますと
ともに深くお詫び申し上げます。

法人運営事業

令和２年度守谷市社協
事業計画と予算

○社協法人運営事業（全般）
○生活福祉資金（茨城県社協事業）
・総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動
産担保型生活資金
○小口つなぎ資金貸付（守谷市社協）

みなさまからの会費や募金の
配分金をもとに各福祉事業を
すすめていきます

調査普及宣伝事業

○広報事業（社協だより発行）
○ホームページや社協ＰＲＤＶＤの活用
○社協会員募集（５月１日～）
○守谷市ふくしまつりの開催

地域福祉活動推進事業

○「第２期守谷市地域福祉活動計画」の実施に向け、
市内６地区（みずき野地区・守谷地区・高野地区・
大野地区・大井沢地区・北守谷地区）の支部役員
を中心に、各地区の区長や町内会役員、民生委員・
児童委員のみなさんにご協力いただきながら、地
域福祉活動に取り組んでいきます。
○障がい児者団体・福祉団体への事業助成や一堂に
会する「第12回買ってＮｅｔ！バザール」開催
○高齢者健康水中体操
○高齢者元気わくわくスポーツ大会支援
○ほほえみサービス（在宅福祉サービス）
○車いす・福祉車両（スロープ付き軽自動車）の貸出

相談・援助事業

○専門相談（福 祉 相 談：毎月第１月曜日）
（年金労務相談：毎月第２月曜日）
○電話相談（毎週金曜日：午前10時〜午後 3 時）
○要援護家庭への支援
○高齢者ふれあい電話訪問
○新生児誕生祝品贈呈事業
○新入児童入学祝贈呈事業

共同募金配分事業

○赤い羽根募金運動（10 月１日～）
（災害義援金等の取り扱い：災害時）
○歳末たすけあい募金運動（12 月１日～）
○福祉体験講座
○ひとり親親子１日交流事業
○ひとり親家庭要保護・準要保護世帯小・中学校入
学・卒業祝
○小・中・高校福祉教育担当者研修事業
○伊奈特別支援学校ふれあいボランティア支援
○ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯交流事業
○災害援助（火災見舞）
○歳末たすけあい募金対象者への配分

ボランティア促進事業

○子どもヘルパー推進事業の支援
○ボランティア講座、研修、交流会
○小・中学校への福祉教育推進助成
○福祉体験支援・機器の貸出
（車いす・白杖・点字板・シニア体験用具等）
○ボランティア保険の加入促進
○善意銀行（寄付金品の受払）
○入れ歯リサイクル回収事業支援
○フードバンク事業の活用・協力

受託事業

介護保険事業

○生きがい活動支援通所事業
（いきいきプラザ・げんき館、ミ・ナーデげんき
館事業）
○地域ケアシステム推進事業
○日常生活自立支援事業

○居宅介護支援事業
（介護保険・介護予防ケアプラン作成等）
○ヘルパーステーション
（訪問介護・介護予防）
（障がい福祉サービス居宅介護）

予 算

その他（雑収入） 前期末繰越金
61（0.04%）
2,865（1.97%）
受取利息
17（0.01%）
介護保険収入
38,736
（26.66%）
事業収入
1,240
（0.86%）

介護保険
事業
39,340
（27.07%）

会費7,515（5.17%）
寄付金
1,101
（0.76%）

収 入
145,307
（単位：千円）

市補助金
63,300
（43.56%）

共同募金配分金
4,778（3.29%）

支 出

法人運営事業
69,565
（47.88%）

145,307
（単位：千円）

共同募金
配分金事業
4,782
（3.29%）

県・市受託金
25,314（17.42％）
償還金
150（0.10%）

受託事業
19,237
（13.24%）

福祉基金
111（0.08%）

助成金（県）
230（0.16％）

ボランティア促進事業
856
（0.59%）

相談・援護事業
4,027（2.77%）

調査普及
宣伝事業
5,598
（3.85%）
地域福祉活動
推進事業
1,791（1.23%）
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あ な た と 共 に 福 祉 の ま ち づ くり
̶ 令和２年度守谷市社会福祉協議会会員加入のお願い ー
○募集期間
○会員会費

５月１日(金) 〜 ６月３０日(金）
一般会員 会費(年額)
５００円
特別会員 会費(年額) １,０００円（一般会員：２口）

守谷市社会福祉協議会では、今年も市民一人ひとり、子どもからお年寄りまで、すべての人が
住みなれたところで「安心して暮らせる福祉のまちづくり」の一員になっていただきたく、市民
の皆様に会費のお願いをしております。ご協力いただきました会員会費につきましては、４ペー
ジに掲載の各種福祉事業を展開するための財源として充てさせていただいております。
何卒、当協議会事業にご理解いただき、会員にご加入いただきますようお願い申し上げます。
なお、町内会や自治会未加入の方につきましても当協議会事務所（げんき館内）もしくは、文化
会館・保健センターでもお受けいたします。

こんな活動や事業に活用しています（令和２年度当初予算より）
● つながりづくりへ
８８円
（ほほえみサービス・小口資金・相談援助事業）

２４２円

２円
● 人づくりへ
（ボランティア・福祉教育事業）

５６円

令和二年

● 社協運営事業
（人件費には充当しておりません）

１１２円

◆ 一般会費の主な使い道
会費500円は…
● 広報啓発活動へ
（社協だより等の情報提供）

● 活動づくりへ
（地区社協・地域福祉活動）

認知症の高齢者や知的または精神的に障がいがある方で、判断能力が不十分、かつ親族等の援助が得られない
方に対して、下記のサービスを行い、日常生活を支援する事業です。くわしくは、お気軽に社会福祉協議会ま
でお問い合わせ下さい。
支援サービスの内容
◆福祉サービスの利用援助 ◆日常的な金銭管理サービス
◆書類等の預かりサービス
支援の方法
◆申込・利用

利用を希望する方は、社会福祉協議会に来所いただき、専門員がお話をお聞きします。
利用者の事情をお伺いしながら、訪問調査などを経て、支援計画を作成し、契約ののち、
社会福祉協議会の専門員や生活支援員が定期的に訪問し、支援サービスを行います。

◆利 用 料 ・福祉サービスや日常的金銭管理支援
・大切な書類等のお預かり
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１時間あたり
１か月あたり

１,１００円
５００円

令和元年度

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金報告

地

区 赤い羽根募金 歳末たすけあい

みずき野

134,600

134,200

（単位：円）

合

計

268,800

守

谷 1,630,300

744,200 2,374,500

大

野

331,800

137,600

高

野

670,583

447,033 1,117,616

大 井 沢

319,400

149,100

北 守 谷

937,188

576,731 1,513,919

個人・団体等

311,857

663,004

合

469,400

468,500

974,861

計 4,335,728 2,851,868 7,187,596

今年度も共同募金運動（赤い羽根募金・歳末たすあ
い募金）は、みなさまの温かいご理解とご協力により
まして、次のような結果となりましたので、ご報告さ
せていただきます。
この募金運動は、毎年、各地区の区長様をはじめ、
町内会・自治会や学校・団体など、多くのみなさんか
らご協力いただき実施しております。十月より始まっ
た「赤い羽根募金」は、茨城県共同募金会に全額送金
したのち、その必要性や緊急性を十分審査した上で、
翌年度の県内の民間福祉施設の整備費や守谷市社協が
行う地域福祉事業費として配分されます。
十二月からの「歳末たすけあい募金」は、配分基準
となる対象者による申請に応じ、市内のひとり暮らし
の高齢者や障がい児・者、準要保護家庭等に贈呈金と
して配分させていただきました。
また、各地で発災した災害義援金にも多くの方々か
らご支援をいただきましたが、
「平成 年７月豪雨災
害」
「令和元年台風 号・ 号大雨千葉県災害」は令
和２年６月 日まで、
「令和元年佐賀県豪雨災害」は
令和２年８月 日まで、
「平成 年熊本地震災害」は
令和３年３月 日まで延長し、引き続き受付しており
ます。今後も多くの皆さまの温かいご支援ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

募 金 集 計 表
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個人・団体のみなさまからの募金報告（順不同・敬称略）
【赤い羽根募金】
立山明・間瀬大仁・守谷小学校・大野小学校・高野小学校・大井沢小学校・黒内小学校・
御所ケ丘小学校・郷州小学校・松ケ丘小学校・松前台小学校・守谷中学校・けや
き台中学校・ウェルシア薬局守谷松並店・ウェルシア薬局守谷ひがし野店・籠乃
鳥・守谷駅街頭募金・イオンタウン守谷街頭募金・第１１回買ってＮｅｔ！バザー
ル募金箱・守谷市役所募金箱・社協窓口募金箱・匿名４件
【歳末たすけあい募金】
米澤隆五・米澤妙子・間瀬敬子・間瀬大仁・㈱明送・ボーイスカウト守谷第一団・
守谷市中央地区民生委員児童委員協議会・守谷市北地区民生委員児童委員協議会・
守谷市南地区民生委員児童委員協議会・守谷市仏教会・守谷キリスト教会・守谷
市工友会・匿名５件

災害義援金報告（順不同・敬称略）

・令和元年台風 15 号千葉県災害義援金
・令和元年佐賀県豪雨災害義援金
・令和元年台風 19 号災害義援金（茨城県）

・栄町町内会 ３, ８６３円
・栄町町内会 ３, ８６３円
㈱明送 鶴岡代表取締役様より
・守屋商店
７, ７００円
・栄町町内会 ７, ７４８円
・守谷市中央地区民生委員児童委員協議会
自立支援福祉委員会
３, ００５円
・守谷市社協窓口募金箱
３, １３２円

配分総額
２,９４６,２０１円

重度心身障がい児・者
（２９件）
２３２,０００円

歳末たすけあい
募金配分報告

ひとり暮らし高齢者
（９９件）
７９２,０００円

みなさまから寄せ
られた募金の浄財に
昨年度の余剰金を加
え、 地 区 民 生 委 員 さ
んにご協力いただき、
次のとおり配分いた
しました。

交通遺児・
準要保護家庭他
（１１０件）
１，９２２,２０１円

6

令和２年度ボランティア活動保険加入受付中
○ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや賠償責任を補償する「ボランティ
ア活動保険」には、個人ボランティアの皆さんをはじめ、多くのグループ・団体が
加入しています。自治会・町内会の有志による防犯パトロール等も対象になります。
◎平成３１年 ( 令和元年 ) 度保険に加入いただいている方の補償期間は、令和２年３
月３１日までです。令和２年度保険加入補償期間は加入手続きの翌日から令和３年３月３１日までとな
りますので、お早めの更新手続きをお願いします。
なお、保険掛金や補償額、加入プランについては、令和２年度から改定されておりますので、下記の表
の各プラン・金額をご確認の上、ご加入ください。災害時の活動については、基本的に天災・地震補償
タイプの加入となりますが、詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
補償金額（保険金額）

補
償

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

ケガの補償

加入プラン
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金日額
手術 入院中の手術
保険金 外来の手術
通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷

団体割引 20％適用済
（過去の損害率による割増引適用
）

保険料（１名あたり）

賠償責任の

基本プラン
天災・地震補償プラン
1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円
4,000
×
○

加入プラン
保険料

基本プラン
350円

天災・地震補償プラン
500円

〈基本プランに加入されている方へ〉
基本プランでは地震、噴火、津波が起因する死傷は補償されません。
◆災害ボランティア活動の参加は、
「天災・地震補償プラン」へ
の加入をおすすめします。
※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二
次被害への備えとしても、あらかじめ「天災・地震補償プラン」に加入いただき
ますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

◆補償期間（保険期間）の中途で加入される場合も上記の保険料と
なります。なお、中途脱退による保険料の返金はありません。
◆中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
◆ご加入は、お１人様につきいずれかのプラン１口のみとなります。

5億円（限度額）

※加入申込人は２口以上加入される被保険者がいないことを確認のうえ、申し込み
ください。

・守谷中央図書館
善意銀行預託報告
・守谷市役所
・匿名
件
令和元年 月～２年３月
（敬称略） 【書き損字はがき】
・松元敏博
【寄 付】
・矢嶋鍾美 
５，
０００円 《払出状況》
【古切手】
・けやき台Ｇ・Ｇ・Ｃ
５，
０００円 ・（社団）日本キリスト教
海外医療協力会
・守谷市シルバー人材センター
親睦会 銀の会 【プルタブ換金額】
３，
０００円 ・１２０㎏  １０，
５６０円
・けやき台雅会
善意銀行へ
グラウンドゴルフくらぶ 【入れ歯（貴金属）
６，
５３５円
リサイクル換金額】
・吉田記念
・東北支援やユニセフへ
北守谷ミニＳＬ運転会
５８，
３１７円
２０，
０００円 ・市内地域福祉事業へ
・匿名４件  １５，
３２，
１０５円
３７９円
【使用済み古切手・プルタブ・ 【活動用印刷機リース費】
６０，
８２５円
プリペイドカード】
【福祉車両整備費】
・青木行雄
１５１，
６３２円
・山田圭子
【福祉機器整備費】
・佐藤政美
１７５，
１８１円
・西谷マサ
【福祉助成】
・安藤喜一・すえ
・令和元年度ボランティア
・坂巻秀子
活動保険助成
・松元敏博
１３３，
１００円
・中野武夫
・地域福祉活動事業費
・㈲新大利根産業
９０，
０００円
・よしみ内科胃腸科医院
《指定預託》
・やまゆりの郷
【紙おむつ】
・大井沢小学校
・間瀬大仁
・女性セミナー「輝き」
・朗読ボランティアコスモス 【ラスク 枚】
・河副佳子
・大木リバース親睦会
《指定払出》
・守谷中学校
【紙おむつ】
・ユニタイト
・ショートステイみやびの里
・ＭＭＣリョウテック㈱
【ラスク 枚】
・㈱レスト
・大野小学校児童クラブ
・保健センター
12
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   ◇毎週金曜日

7

談

相

話

※予約は、各相談日の前週金曜日までに社協
事務局まで電話にてご予約ください。
電話相談でも予約を受付ます。

電

専門相談予定表

ふ く し 相 談 ○印
事前予約
◆毎月第１月曜日 午後２時から４時
年金労務相談 □印
◆毎月第２月曜日 午後２時から４時
【場 所】いきいきプラザ・げんき館内

４8 －５５５５

午前１０時から午後３時

5月

3 4

5

6

6月

7

1

2

1
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3

7月
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10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24
31

25 26 27 28 29 30 28 29 30
は電話相談日です

23
2630

27 28 29 30 31
※7月24日はお休みです

ホームヘルパー募集中！
ホームヘルパー募集中！
社協ヘルパーステーションでは、下記内容とおり
非常勤ホームヘルパーを募集します
応募資格 (1) 介護福祉士もしくは、介護職員
初任者研修修了者又はホームヘル
パー 2 級以上の有資格者で、概ね
55 歳位迄（初心者でも可）
(2) 自家用車使用できる方
給
与 時給 950 円＋移動手当（その他手当有）
勤務内容 守谷市内の在宅における高齢者や障が
い者への身体介護及び生活援助・支援
勤務時間 月曜日～土曜日・祝日の間
当ステーション勤務表による
（週４日以内・1 日５時間以内）
応募方法 まずは、下記まで電話連絡の上、市販
の履歴書に必要事項を記入・資格証・
運転免許証等の写しを添え、お申込み
下さい
そ の 他 後日ご連絡後、面接等を行います

開催予告

第１２回買ってＮｅｔ！
バザール in イオンタウン守谷

今年も守谷市近隣の障がい児者施設・団体の
みなさんが、手作り品や新鮮野菜、焼きたて
パンや焼き菓子などを販売しますので、多く
の皆さんのご来場をお待ちしております！
●日時：令和２年７月１１日（土）
・１２日（日）
●会場：イオンタウン守谷 １階 セントラルコート

延期のお知らせ
毎年６月に実施しておりました「ひとり暮らし高齢
者」対象の「ふれあい１日遠足」は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、秋に
延期とさせていただきます。
楽しみにしていただいた皆様には大変申し
訳ございませんが、改めて次号（７月１０
日号）にてご案内させていただきますので、
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ニュースポーツ体験教室開催
ニュースポーツは、競技者の
年齢や体力に合わせ、高齢者
の健康づくりや楽しく交流で
きるスポーツです。今回は、
いつくかの競技の紹介と体験
教室を開催しますので、ご参
加してみませんか。
●日 時：令和２年７月１５日（水）
午前９時 ～ 午後３時
●会 場：常総広域運動公園 総合体育館
●種 目：オーバルボール、ユニカール
（予定） シャフルボード、ニテレクボール
●定 員：１００名（定員なり次第締切）
●参加費：無料（当日参加者には軽食をご用意い
たします）
●参加に際しての注意事項
・集合場所へは各自でお願いします
・運 動できる服装・上履き（スリッパ以外）・
タオル・水筒
●申込み方法・締切
上記事項・内容等をご確認いただき、令和２年
６月１２日（金）までに下記まで、電話でお申込
み下さい
●参加決定：締切後、
６月末までに通知いたします
な お、今後の状況に応じて延期する
場合もございます

電話相談員募集中！
子育てや家族、生活のことなど、誰に聞けばい
いのか？という方にアドバイスをする「電話相談
員ボランティア」を募集します
●募集人数：若干名：傾 聴などの経験がある方や
カウンセリング、相談員経
験者なお可）
●活動内容：月２～３回、2 人組で対応
金曜日：午前 10 時～午後 3 時
●申込方法：まずは、下記まで電話連絡の上、
市販の履歴書に必要事項を記入のう
え、お申込み下さい
●そ の 他：後日連絡後、面接等を行います

各募集等のお申込み、お問い合わせ先は
〒 302-0116 守谷市大柏９５４－３ 守谷市社会福祉協議会事務局まで！
電話 ０２９７
（４５）００８８ FAX ０２９７
（４８）５５５４
Ｅメール sh akyo. m oriya.954- 3@a c e .oc n.ne .jp
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