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石綱さん（中央）・田谷さん（右）による講演

き　 はた　かな　 み

　当日は、福祉功労者顕彰や、児童・生徒の福

祉作文表彰・最優秀賞の朗読。また、福祉講演

会も開催しました。（参加者393人）福祉功労者

顕彰は個人114名と５団体。（被顕彰者一覧は２

ページのとおり）福祉作文の表彰は、応募総数

69作品の中から９名が受賞。当日は、最優秀賞

を受賞した県立日立第一高等学校附属中学校３

年木幡奏海さんに作文を朗読していただきまし

た。福祉講演会では「パートナーシップで地域

の福祉力アップ」と題し、栃木県にあるNPO法

人福聚会、介護事業統括責任者の石綱さんと施

設運営協力者である田谷さんのお二人が講演。

施設近隣の住民の困り事に応えていくうちに、

子ども食堂や障がい者の就労、引きこもり者の

雇用につなげるなど、地域と連携した先駆的な

取り組みについて学びました。

最優秀賞受賞の木幡奏海さんによる作文朗読 福祉功労者顕彰
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ーこの企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています－

ピアノ高価買取
ピアノの処分に困っている方、今後ピアノを
お使いにならない方。高価買取キャンペーン
を実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2月16日（日）までは、運賃無料サービス期間

★　　☆　　★　　☆

ぜひ、この機会をお見逃しなく！
ピアノ買取・ピアノ販売

ヤマハピアノプラザ
 0120-27-0411

㈱ クシダピアノ社
日立市幸町1-7-13

℡ 0294-21-0411
受付時間

AM 11:00～

ヤマハ
カワイ 他
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　成年後見制度は、認知症・知的障がい・
精神障がいなどで、判断能力が不十分な
方々の暮らし（権利）を支援する制度です。
グループ、団体、地域などで、成年後見制
度の出前講座を利用しませんか？

　出前講座の内容例・・・

　＊どんな制度なの？
　＊どんな手続きが必要なの？
　＊どんな時に使えるの？

専門の相談員がお伺いして、説明させて
いただきます。（講話は無料）

講座の予定日、参加予定者数、会場、講
話の内容等をお知らせください。

　日立市成年後見サポートセンター
場　　所：福祉プラザ１階
　　　　　日立市社会福祉協議会内
電　　話：３７－１１２２
開設日時：月～金曜日の 8:30 ～ 17:15

　　　　（祝日除く）

日立市自立相談サポートセンターでは、あなたの暮
らしや経済的な困り事などについて、専門の相談員
がお話しを聞き、どうしたら暮らしが安定するかを
一緒に考えます。
※秘密は守りますので、安心してご相談ください。

例えば、このような悩みを抱えていませんか？

□収入が不安定で、生活費のやりくりに困っている。

□次の年金まで、食料や生活用品が買えない。

□借金が多くて、返済ができず悩んでいる。

□家賃の支払いに困っている。

□仕事が長続きしない、決まらない。

□家族が引きこもっている。

□困り事をどこに相談したらよいのかわからない。
など

日立市自立相談サポートセンター
場　　所：日立市役所２階（山側）社会福祉課内
電　　話：２２－３１１１（内線９２５１）
　　　　　※直通電話 ０５０－５５２８－５１５３
開設日時：月～金曜日の 8:30 ～ 17:15（祝日除く）

　　
　

　平成21年から日高学区の地域福祉活動に携わり10年。現在はふ
れあい事業部副部長を務める傍ら、高齢者の健康づくり支援である
「にこにこクラブ」のボランティアやシルバーリハビリ体操指導士
など、各所で活躍されています。シルバーリハビリ体操では、市内
で初めての男性教室を仲間と共に立ち上げました。
　青木さんの元気の源は、「中学生から始めたソフトテニスを生涯現役で続けること」と「福祉活動
では皆さんの笑顔を見ること」と力強くお話しされていました。

ー 被顕彰者紹介 ー
　　日高学区市民自治会社会福祉委員会
　　　ふれあい事業部副部長

　　　青 木 　正さん
あお　　　き　　　　　ただし

出前講座 の ご案内

成年後⾒ってなんだろう？ひとりで悩まず、
　　　　ご相談ください

社協だよりで貴社や貴団体の商品、

サービスをPRしてみませんか？

○募　　　　集　４月20日、６月20日、９月20日、
　　　　　　　　１１月20日、翌年２月５日　　　　　　　
　　　　　　　　※市内各世帯に配布されます

○掲載スペース　縦４５ミリ×横８８ミリ

○掲　載　料　各号１枠　30，000円

○申 し 込 み　各発行の２か月前までに
　　　　　　　　市社協：℡37－１１22へ（先着順）

広告募集!!

かたわ

表彰状を受け取る青木さん

050-3079-2288
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地 域 福 祉 通 信
～小地域福祉活動紹介～

　　生活支援
　　コーディネーターとは
　住み慣れた地域で長く暮らし

続けることができるように、困

り事を把握し、支援内容を考え

たり、支援が必要な人と支援者

をつなげるなどの仕事をしてい

ます。

（※）

Ｑ　依頼者（支援が必要な人）と関わる中で大切に
していることは？

Ａ　まずはたくさん会話をすることです。何に困っ
ていて何が必要なのか細かい部分まで話をしま
す。話の中で生活のしにくさに気づき、相手の思
いや生活スタイルを理解し尊重することを心掛け
ています。

Ｑ　理想とするネットワークとは？

Ａ　福祉に関することは詳しくないので、認知症な
どの症状を抱えた人を相手にするときは不安で
す。その時に、福祉に関する知識のある専門職が
間に入り、一緒に協働できる仕組みやつながりが
必要だと感じます。

㈱ブラントレーディング
「便利屋助さん」

代表取締役　助川 雅浩さん

不用品粗大ごみ回収、家屋片づけ、

遺品整理、草刈、樹木伐採、緑地管理

お家の簡易補修、小さな引っ越し等の

活動をしています。

本⼈をとりまく⽇常⽣活に⽋かせないこと（例）

⾷事の準備、
調理、後始末

ゴミ出し買い物

洗 濯

預貯⾦の
出し⼊れ

薬を飲む、
貼る、塗る

通 院

散歩、外出

家の中の掃除
庭⽊の
⼿⼊れ

まちのお助け隊に聞きました
困り事に応えます！
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広報モニター委員のコラム

思 う こ と

“⽣活を⽀える“⽣活を⽀える”・・・・・・・事業者部会メンバー事業者部会メンバー紹介コーナ紹介コーナー“⽣活を⽀える“⽣活を⽀える”・・・・・・・事業者部会メンバー事業者部会メンバー紹介コーナ紹介コーナー“⽣活を⽀える”・・・・事業者部会メンバー紹介コーナー №13№13
　日立市社協では「地域における支えあい活動」を進めるため、生活支援サービスを実施するＮＰＯ法人や民
間事業者、地域等との連携を強化しています。今号では、その生活支援サービス事業者等で組織した事業者部
会の中から「弁護士法人片岡総合法律事務所」を紹介します。

● 問い合わせ

弁護士法人 片岡総合法律事務所
日 立 事 務 所 TEL 0294－33－6622
ひたちなか東海本部 TEL 029－229－1677

　弁護士法人 片岡総合法律事務所

　平成22年に日立市で法律事務所、翌年に税理士事務所を開業して

から、現在まで、弁護士兼税理士１名・弁護士１名・スタッフ10名超

の体制にて、「地域密着」をモットーに約5,000件の多種多様な相談

を受けてきました。日立市社協や県北生涯学習センターのセミナー等

で積極的に情報発信もしています。

　相続・遺言・後見・土地建物の法務と税務についての相談を当事務

所で、その他の問題を協力士業や協力業者で、皆さまのお悩みをワン

ストップで相談いただけます。

　何かお困り事があれば、一声おかけいただければ、何らかのお役立

ちができると考えています。
相続専門ページ

弁護士法人
片岡総合法律事務所 日立事務所

介護予防コラム介護予防コラム 認知症を予防しましょう！

＜参考元：国立長寿医療センターＨＰ＞

１日１回は、階段を利用しましょう！ 買い物する時には、次のことを考えながら
出かけてみましょう！　　　　　　　　　

　「こうすれば認知症にならない」という確実な方法はありませんが、「認知症にならないように
する」ための工夫は、日々の生活の中にたくさんあります。予防を意識した暮らしを続けて、生活
の質を上げ、健康と笑顔の毎日を送ることが大切です。
　無理をせず、少しずつ 継続して取り組んでみてはいかがでしょうか？

エレベーターやエスカ
レーターを使わず階段
を上り下りすれば、有
酸素運動や筋力アップ
になります！

※これらの工夫で認知症を完全に予防できるわけではありませんが、毎日続けることによって、大
きな効果につながる可能性があります。

①献立を決め、買う食材を
　覚えましょう！
②食材を効率よく買うための
　順路を考えてみましょう！
③予算を決め、計算しながら
　買い物をしましょう！

弁
護
士　

髙
梨
亮
輔 

所
長
弁
護
士　

片
岡　

優
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ひ た ち プラザニュースボランボランティティアボランボランティティアボランティア
日立市社会福祉協議会（ひたちボランティアプラザ）は、ボランティアに関する

さまざまな相談窓口です。問い合わせはTEL37-1122 かメールで市社協まで

おもちゃ修理
に興味・関心
のある方

・福祉プラザ
・各交流センター
　（十王、田尻、塙山、大みか、成沢）
※市内イベントに参加して修理する
　こともあります。

 活 動 日グループ名 活動場所 メンバー

＜ボランティア情報＞＜ボランティア情報＞＜ボランティア情報＞＜ボランティア情報＞＜ボランティア情報＞ ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？

各活動場所
による
（毎月1回）

ひたち
おもちゃの病院

活動内容

子どものおもちゃ
修理

いの うえ かつ　み

井上　和美さん

　家庭菜園を30年以上続けている井上さん。

自宅を新築した際に、庭を有効活用しよう

と家庭菜園を始めたとのこと。現在は、こ

れまでの経験と知識を活かして、福祉施設

で週に１回、野菜づくりのサポートをして

います。

　趣味がボランティア活動につながってい

ることについて「家庭菜園は自分の好きな

ことだからこそ、気負いなくボランティア

活動が続けられます。自分の趣味が少しで

も人の役に立ち、笑顔になってくれること

に魅力を感じています」と話します。施設

で収穫した野菜は他の利用者にも配り、

「みずみずしくて美味しい！」と好評です。

　井上さんは趣味を活かした活動で多くの

人を笑顔にしていました。

★いきいき！いきいき！ボランティア★ランティア★★いきいき！いきいき！ボランティア★ランティア★★いきいき！ボランティア★

 さまざまな場所で、多くのかたがボランティア
活動を⾏っています。
 今号では「家庭菜園」の趣味を活かして、活動
を⾏っているボランティアを紹介します。

趣味を活かして、
　　　野菜づくりをサポート！

　日立市社協では、「ボランティア・
地域活動をしたいけれど、どうすれ
ばいいの？」「具体的な活動を紹介
してほしい」など、皆さんの思いや
ご希望を伺いながら、実際の活動に
おつなぎします。

ボランティア・地域活動を⾒学・体験してみませんか？
「ボランティア・地域活動相談会」

と　　き　２月２６日（水）午前１０時～正午　
と こ ろ　福祉プラザ
申し込み　２月２５日（火）まで
　　　　　※後日、職員が同行してボランティア体験を
　　　　　　行います。

野菜づくりをサポートしている様子（右が井上さん）

春の収穫に向けて
土づくりの作業

自宅で育てた‘たまねぎ’を
植えました
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ーこの企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています－

善意の寄附「ありがとうございました」善意の寄附「ありがとうございました」善意の寄附「ありがとうございました」

【金円寄附の個人・団体】

鈴木豊男　　黒澤芳雄　　岡本麻砂恵　　　水戸友の会

滑川地区民生委員児童委員協議会　　　　　　　日立市鍼灸マッサージ師会　会長　小沢昭彦

会瀬ふれあいサロン虹　代表　皆川悠美子　　　学校法人茨城キリスト教学園

㈱茨城環境企業　代表取締役　茅根則彦

真言宗豊山派茨城県布教師会　会長　鈴木暁仁

日立市更生保護女性会（会瀬支部）　代表　渡邊さち子

学校法人山の尾学園　認定こども園十王幼稚園・保育園

久慈川三育小学校・ＳＤＡ久慈川キリスト教会・久慈川三育保育園

【物品寄附の個人・団体】

　

―寄附をいただいたかたのお名前―（順不同・敬称略）

皆さまからの心温まる寄附は地域福祉向上
のために有効に活用させていただきます。

　
　

菊丸建設㈱
社会福祉課

日立幸町郵便局
㈱日立物流東日本

ボランティアグループマーチ
塙山学区住みよいまちをつくる会

（令和元年11月1日～（令和元年11月1日～令和元年12令和元年12月31日現在）月31日現在）（令和元年11月1日～令和元年12月31日現在）

　10月１日からの共同募金（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）には、多くの皆さまからご寄附
をいただきありがとうございました。
　今年度、皆さまからいただいた赤い羽根募金は、翌年度（令和２年度）に実施する地域福祉推進
のための事業や、ボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。
　また、歳末たすけあい募金は、日立市社協をとおして、12月中に支援を必要とする世帯などに配
分いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご家庭からの募金

街頭募金

大口募金

学校募金

職域募金

その他（窓口募金等）

合　　計

13,382,126

216,273

4,240,888

704,104

359,181

414,568

19,317,140

募金区分 金額（円）

ご家庭からの募金

学校募金

職域募金

その他

合　　計

13,312,379

58,386

865,816

58,628

14,295,209

募金区分 金額（円）

○赤い羽根募金

○歳末たすけあい募金配分状況

○歳末たすけあい募金

不時の支出等で生活に困っている世帯

地域福祉活動推進費

ひとり暮らし高齢者などへの年始特別献立

（ふれあい配食サービス利用者対象）

あんしん・安全ネットワークづくり

（要支援者への声かけ、安否確認）

巡回安全サービス事業（家屋の点検活動）

地域型おもちゃライブラリー運営支援

心身障がい（児）者福祉７団体の年末年始の交流事業

福祉活動支援団体、グループによる年末年始事業

特別援護世帯

地域福祉活動支援

子育て支援事業

心身障がい児・者

団体等

地域福祉団体支援

２６２世帯

２３地区

４５人

１事業

２３地区

２３地区

　７団体

１１団体

計

2,620,000

8,050,000

22,500

1,456,000

159,308

690,000

280,000

310,000

13,587,808

№

１

２

３

４

５

配分対象 配分件数 配分金額（円） 摘　　　　　要

村山安之
鈴広

征矢トリ　
塩田朝子

ご協力ありがとうございました
◇令和元年度　共同募金運動結果報告【日立市共同募金委員会】◇
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NOITAMO RFNI

日立市社会福祉協議会 ＴＥＬ：３７-１１２２
〒317-0076 日立市会瀬町４丁目９番１３号（福祉プラザ 1 階）
ＦＡＸ：０２９４－３７－１１２４
Ｅ-mail：h.shakyo@isis.ocn.ne.jp
ＵＲＬ：http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/

（業務時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分）

国道245号

国道６号

至高萩至水戸

市民会館前通り

けやき通り会瀬グラウンド●

●交番

銀行
● 　●総合病院

　市役所
　●

日立工業高校入口
（旧小平会館入口）

兎平

福祉プラザ

日立駅

この広報紙は、赤い羽根募金配分金の一部が充てられています。

問い合わせ・申し込みは

　地域活動支援センター（ゆうあい）(※)では、障がいのある利用者の方々が１年間の活動で創作
してきた作品を多くの皆さんにご覧いただく機会として、ゆうあい美術展を開催します。
　ぜひお越しください！

と き  ３⽉３⽇（⽕）〜 ６⽇（⾦）
     午前１０時３０分〜午後２時３０分
ところ  福祉プラザ２階
内 容  絵画、刺しゅう、フラワーアレンジメント
     ⾳楽、編み物などの作品展⽰
     ※⼀部販売もあります

第１３回ゆうあい美術展のお知らせ！！

★福祉プラザおもちゃライブラリー

　「親子で作って遊ぼう」
ポシェットの会（ボランティア）と一緒に
身近にある材料でおひなさまを作ります。

と　　き　２月19日（水）午前10時30分～正午
と こ ろ　福祉プラザ3階　
対　　象　乳幼児と保護者
参 加 料　１００円（材料費）
申し込み　２月10日（月）の午前９時30分から

★南部子どもの広場

　　「親子で楽しもう」
リズム遊びなど、いろいろな遊びで、
親子一緒に楽しみましょう。　　　　

と　　き　２月27日（木）午前10時30分～正午
と こ ろ　久慈交流センター　
対　　象　未就園児（２歳から）と保護者
　　　　　（先着15組)＊０～１歳の託児あり
講　　師　子どもの広場保育士
持 ち 物　タオル、飲み物　＊動きやすい服装で
申し込み　２月12日（水）の午前９時30分から

(※)地域活動支援センター（ゆうあい）… 在宅の障がいのある方などの自立や生きがいを高めるため
に、講師の指導による講座（絵画、刺しゅう、フラワーアレンジメント、音楽、編み物）や野外研修
などの季節行事を行っています。

昨年の美術展での作品

―不登校、ひきこもり、ニートで
お悩みの方の無料相談会を開催しますー

２０１９年度

いばらき合同相談会（日立会場）

　ひきこもりを支援している団体が参加し、
相談会を実施します。
　ご家族の方もお気軽にお越しください。

と　　き　２月26日（水）
　　　　　午後１時30分～午後４時30分

と こ ろ　福祉プラザ大会議室

　　　　　（日立市会瀬町4－9－13）

参加団体　みらいＮＯＴＥ　他

問い合わせ先

特定非営利活動法人
　若年者社会参加支援普及協会

アストリンク（担当：浅井）

携　帯：080-1018-7670
TEL&FAX：029-859-8606
Ｈ　Ｐ：http://wssi.or.jp/
メール：info@wssi.or.jp
Facebook：http://www.facebook.com/astolink


