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子育て支援活動実践者専門講座を
実施しました！

　親子や家族が安心して地域の中で子育て
ができるよう、各地区のおもちゃライブラ
リーなどで活躍しているボランティアを対
象に、スキルアップを目指す機会として講
座を実施しました。（令和４年 12 月１日、
６日に開催）
　参加者からは「さっそく手作りおもちゃ
を使って子ども達と遊びたいです」「体を
動かして身も心もスッキリしました」とい
う声が聞かれました。
　今回学んだことをおもちゃライブラリー
等で活かしていきます!!

主な内容

２ページ … ⼦ども⾷堂の紹介
３ページ … 巡回安全サービス
４ページ … 成年後⾒制度
       休⽇相談会・出前講座
５ページ … ⼤学⽣と⼦どもたちの交流と語らい
       （学⽣広報モニターの記事）
６ページ … ボランティアプラザニュース
７ページ … 共同募⾦運動の結果報告
８ページ … 第 16回ゆうあい美術展
       福祉プラザの閉館のお知らせ
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　この２年間に「多賀り屋食堂」（Ｒ3．7～）、「i z u m i」（Ｒ4．6～）が加わり、市内には９か所の「子

ども食堂」が開設されています。

　現在、各食堂ごとに、新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながら開催しており、会場での会食が

難しい場合には、手作りのお弁当の持ち帰りとしています。ぜひご利用ください。（新型コロナウイルス感

染拡大防止の観点から予定を変更する場合がありますので、開催日時等については事前にご確認くださ

い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問い合わせ先：市社協 TEL 0294―37―1122

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23日（木）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

「多賀り屋⾷堂」☆「i z u m i」
市内８か所⽬・９か所⽬の⼦ども⾷堂がオープン！市内８か所⽬・９か所⽬の⼦ども⾷堂がオープン！

子ども食堂は、子どもの孤食の解消と地域の皆さんの交流の場づくりのため、手作りの温かい

食事を囲んでみんなが交流する「ふれあいの場」です。

【その他の子ども食堂】

名　　　称 開　催　日　時開　催　場　所

わくわく十王クラブ

おかえり！ごはん食堂

なるさわドリームズ

諏訪ひまわり食堂

塙山みんなのカフェ

みんなの居場所 みなみ風

のびのびみなみ風

茨城県県北生涯学習センター

成沢交流センター

介護支援センターひまわり

塙山交流センター

第1・3木曜日　午後５時～7時

毎週月曜日　　午後４時～7時

第1・3金曜日　午後５時～7時

毎週木曜日　　 午後５時～7時

第2・4火曜日　午後３時～7時

第1・3金曜日　午後５時～7時

日立市役所南部支所 2 階
（※現在は久慈交流センターで開催）

南高野町 3 丁目 9-8 地内
（NPO 法人ふれあい坂下事務所 2 階）

第2月曜日　　 午後５時～7時
第4土曜日　　 午後５時～7時

「多賀り屋⾷堂」 「 i z u m i 」
と　き　毎週火曜日　午後５時～７時
ところ　千石家2階（千石町1-3-9）

と　き　第１日曜日　午後４時～6時30分
　　　　第３水曜日　午後４時～6時30分
ところ　大沼町2-1-25地内

旬の食材で豊富なメニューの食事を提供
大学生などのボランティア
が宿題をお手伝い

弁天町 1 丁目 11-4 地内
（銀座通り：山本ビル）
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　この事業は、専門的な技術や知識を持つ市内の企業・団

体（注）、地域の福祉関係者や市社協により実施しており、今

年度で 17 年目となります。これまでに約 1,500 軒以上のお

宅を訪問し、点検活動を行ってきました。

　内容は、電気やガスの安全点検、家屋点検、住宅用火災警

報器の設置推進、緊急通報システムの試験通報、ニセ電話詐

欺への注意呼びかけなど。点検をすると、いくつかの不具合

や修繕を必要とするところが見つかることもあり、まさに

専門家の視点ならではといったところです。

　支援を必要とする方が安心して暮らすためには、

さまざまな関係者の継続したサポート体制が必要

とされています。

　　
（注）協力企業・団体

東京ガスネットワーク（株）日立支社／東京電力パ
ワーグリッド（株）茨城総支社日立事務所／（財）関
東電気保安協会日立事業所／日立市消防本部及び
各消防署／日立トンカチの会（日曜大工ボラン
ティア）

※協力企業は、社業を活かした社会貢献活動（ボランティ
ア活動）の一環として取り組んでいただいています。

プロの⽬で点検！安⼼・安全な暮らしをサポート
巡回安全サービス事業

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－

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？

発　　　　行　５月５日号、７月５日号、10月５日号、
　　　　　　　12月５日号、翌年２月５日号　　
　　　　　　　※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：℡0294－37－1122へ（先着順）

広告募集!!

電気の点検　
（（財）関東電気保安協会日立事業所）

ガスの点検
（東京ガスネットワーク㈱

日立支社）

家屋の点検
（日立トンカチの会）

住宅用火災警報器は、10年を目安に交換を勧めています！！
　平成 20 年６月１日（当時新築のお宅は平成 18年６月１日）から、日立市火災予防条例で、お住まいの

お宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付られています。条例の施行から、10年以上経過しており、当時

付けられたお宅は既に交換時期を迎えていると思われます。

　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあ

るため、とても危険です。

　巡回安全サービスの点検においても、電池切れや不具合が生じているケースが多く見受けられます。

　皆さんのお宅でも点検を実施してみてはいかがでしょうか？

　そして、住宅用火災警報器が設置されていないお宅は、必ず設置するようにしましょう！

＜指導元：日立市消防本部＞
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介護予防

コラム
ふれあいサロン紹介－⾼鈴台サロン（仲町学区）－

　団地の高齢化に備えて、高齢者がいつまでも健康で元気に過ごせること、

また高齢者の安否確認もできると考えサロンを立ち上げました。参加者の

中でも比較的若い方が会場やお茶の準備をしてくれ、清掃は全員で行って

います。帰り際に「楽しかったね」と言ってもらえることが何より嬉しい

ですね。

●ふれあいサロンの活動内容は各サロンによって異なります。詳細は問い合わせください。（市社協TEL0294－37－1122）

サロン代表　森山さん

　高鈴台サロンは、平成 18 年から高鈴台団地公民館で行われているふれあいサロン（※）です。
　近所の皆さんの交流の場として月に２回開催しています。
　12 月の開催日には 13 名（男性 6 名・女性 7 名）が参加。ボランティアの協力で血圧測定を
した後に体操やミニボウリングで体を動かし、その後茶話会を行いました。毎回、男性・女
性どちらも参加しやすいアットホームな雰囲気で行われています。代表の森山さんを中心に
参加者のみんなで準備や片づけを行い、次回の内容についても談笑しながら意見を出し合っ
ているのが印象的でした。

※ふれあいサロンとは？

外出の機会の少ない在宅の

高齢者等を対象に、地域住

民やボランティアの協力に

よる交流会やお話会をとお

して生きがいづくり、仲間

づくりの場を提供していま

す。〔市内 110 か所で実施〕

ぜひ、ご利用ください。

せいねんこうけんせいど

成年後⾒制度 休⽇相談会・出前講座を⾏います！
 　　 休日相談会のご案内 　　

日　　時　2月25日（土）午前9時～午後4時

場　　所　福祉プラザ（市社協内）

内　　容　成年後見サポートセンター職員がお話を伺
　　　　　います。
　　　　　相談内容により、後日、弁護士や専門職に
　　　　　よる対応を行います。（無料）

申し込み　２月13日（月）～２月24日（金）の間（9：30

　　　　　～17：15）に、電話（市社協 TEL0294―37―

　　　　　1122）でご予約ください。
　　　　　※土日、祝日は除く（先着10名）

成年後⾒サポートセンターからお知らせ

　　 出前講座のご案内 　　

＊どんな制度なの？ ＊どんな時に使えるの？

成年後見制度に関する出前講座をグループや地域

などで利用しませんか？

専門員がお伺いしてお話をさせていただきます。

講座の予定日、会場、参加者数、

講話の内容等をお知らせくだ

さい。（無料）
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学習支援を行っている大学生の声

●外国人にとって、日本語の何が難しいのかを

留学生にアドバイスをもらいながら、ていね

いに子どもたちに教えています。

●子どもたちの文法や会話能力が成長している

と感じた時に、やりがいを感じます。

　茨城キリスト教大学文学部文化交流学科では、授

業の一環として、大学生と海外からの留学生たちが

チームを組んで、日本語の学習支援を行っていま

す。参加しているのは、日本に来たばかりの小学生

から高校生までの子どもたち。難しい授業ですが、

いつも笑顔が絶えません。

　この授業は取り組み始めたばかりですが、地域の

ニーズにより応えられる形を模索しながら進めてい

ます。

　教員や学生の指導のもと、ＦＭトランジスタラジ

オを作製した子どもたちからは「ラジオを作るのっ

て大変…でも、音が聞こえた時はとても嬉しい！」

と喜びの声が多く聞かれ、ものづくりの大変さと楽

しさを感じてくれたようでした。

5 令和５年２月５日号

⼤学⽣と⼦どもたちの交流と語らい
― 茨城⼤学⽇⽴キャンパス・茨城キリスト教⼤学 ―

市社協の学⽣広報
モニターが作成
しました

　広報紙「社協だより」をはじめとする広報事業の充実を目的に、さまざまな分野の委員から意見や
提案をいただく広報モニター会議。
　今回は、４名の学生広報モニターに、大学でのイベントや授業をとおして、未来を担う子どもたちと
の関わりについて、記事を作成していただきました。

茨城⼤学⽇⽴キャンパス

茨城キリスト教⼤学

↑ラジオを完成させた子どもたち

←子どもたちが作製したラジオ

わたしたちが記事を
　　　　　作成しました

茨城大学大学院
呉青栩（左）荒井星彦（右）

わたしたちが記事を
　　　　　作成しました

茨城キリスト教大学文学部
宮崎すず（左）紺野詩音（右）

　11／5に３年ぶりに対面で開催された茨城大学日

立キャンパスの学園祭「こうがく祭」では、子ども

たちに、ラジオ作りや鍛冶体験など工学部ならでは

の体験のほか、研究室公開や模擬授業など、普段知

る機会のない大学について学んでもらいました。

　小学生を対象にした「子どもラジオ作りチャレン

ジ教室」は、ものづくりの面白さや科学技術に興味

を持ってもらうことを目的に実施され、多くの子ど

もたちの参加で賑わいました。

か　　じ
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ひたち

ＮＥＷＳ

ボボランティアプラザラザボランティアプラザ

市社協（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。
お気軽に問い合わせください。

⽇⽴市社協
ＴＥＬ：０２９４－３７－１１２２メール：h.shakyo@isis.ocn.ne.jp

問い合わせ

Ｈｉｔａｃｈｉ
Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ
Ｐｌａｚａ Ｎｅｗｓ

縁がつないだ絆縁がつないだ絆

　「おやじバンド」と命名し、日立特別支援学校の行事や市内イベントなどで、
演奏をしている梨田さん。以前、娘さんの担任だった先生と、子どもたちのた
めになにかできないかと話をする中で、同じ思いを持った教師や保護者が集
まってバンドが生まれました。
　原動力は、演奏を聴いている時の子どもたちの笑顔。「演奏中のちょっとし
たハプニングでも、子どもたちが笑顔になれば大歓迎」と話します。曲をとお
して、これからも自分らしく一歩ずつ歩んでいってほしいといった気持ちを届けています。
　これからも障がいのある子どもたちが、周りの人たちと楽しい時間を共有し、つながりをもてる
ような場所をつくっていくために、積極的に活動を楽しみたいと意気込んでいるのが印象的でした。

梨⽥ 正浩 さん
なし だ まさ ひろ

おやじバンド

　市社協では、「活動したいけれど、どうす
ればいいの？」「具体的な活動を紹介してほ
しい」「活動を見学・体験してみたい」など、
皆さんの思いやご希望を伺いながら、活動
におつなぎします。
　相談会を開催しますので、ぜひ、参加し
てみてください。

日　　時　２月２１日（火）
　　　　　午前１０時～正午
と こ ろ　福祉プラザ
申し込み　２月２０日（月）までに市社協まで

「ボランティア・地域活動相談会」
を開催します！ ◆日立総合病院

　ボランティアグループ（会員44人）
　病院内のボランティア室で、防水シート等の衛

生材料をカットするなどの簡易な作業を行ってい

ます。

　月～金曜日の週１日、

午前中に活動できる方

を募集しています。

ボランティアグループの詳細・加入に関しては
市社協まで問い合わせください。

一緒に活動をする仲間（ボランティア）
　　　　　　　　　　を募集しています

上段：左から内田さん・伊藤さん・大須賀さん・長田さん

下段：左から梨田さん・MCシュンさん・武藤さん学校行事のほか、市内イベントでも演奏活動をしています。

※市社協が事務局となっている日立市福祉団体連絡協議会

　（障がい者６団体）の交流会での演奏をきっかけに、今回

　取材させていただきました。
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善意の寄附 ⼼あたたまるご寄附をありがとうございました（令和４年11⽉５⽇〜12⽉31⽇）

●⾦円寄附の個⼈・団体

●物品寄附の個⼈・団体（使⽤済み切⼿、書き損じハガキ、⽂具、⾞いす等）

※順不同、敬称略

荒井 保基
加藤きみ⼦
⽥尻  久
萩庭てる⼦

中⼩路⼥性会
⽇⽴ロータリークラブ
学校法⼈ 茨城キリスト教学園

鈴⽊ 久江
佐藤 悦⼦
⾼橋 ちえ
萩庭てる⼦
久慈 忠敬

⼭形 裕信
⼩澤 ゆき
⽇⽴市役所多賀⽀所
中⼩路⼥性会
⽇⾼交流センター

⽇⽴幸町郵便局
⽇⽴市更⽣保護⼥性会
有限会社⽇⽴ポリマー
ライトハウス ⼤久保 ⽂代
県北年⾦友の会

エムビー・サービス⽇本株式会社
株式会社⽇⽴物流東⽇本流通サービス
第⼀⽣命労働組合⽔⼾営業職⽀部
第⼀⽣命労働組合⽔⼾内勤職⽀部

　皆さまからのあたたかいお気持ちを年末年始、支援が必要な方にお届けしました。

福祉活動支援団体、ボランティアグループによる年末年始
に行う各種事業へ

使いみち

不時の支出等で生活に困っている方へ

巡回サービス事業（家屋の安全点検）

23地区のコミュニティで行う地域福祉活動へ

ひとり暮らし高齢者など支援が必要な方への声かけや安否
確認のために

地域型おもちゃライブラリー運営支援のために

心身障がい(児)者福祉団体の年末年始に行う交流事業へ

4

配分金額（円）

2,184,000

6,900,000

10団体

配分件数配分対象

心身障がい(児)者団体等

№

1

2

3

5

6

7

特別援護世帯

地域福祉活動支援

子育て支援事業

地域福祉団体支援

273世帯

23地区

1事業

23地区

23地区

４団体

11,490,677

200,000

80,000

690,000

1,352,000

84,677

ご家庭からの募金

学校募金

職域募金

その他

合　　計

募金区分 金額（円）

歳末たすけあい募⾦

共同募金（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）に
ご協力ありがとうございました

　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、多くの皆さんに募金の協力をい

ただきありがとうございました。

　今年度、皆さんからいただいた赤い羽根募金は、翌年度（令和５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、市社協をとおして、12 月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。

（配分結果は下記を参照ください）ご協力ありがとうございました。

ご家庭からの募金

大口募金

学校募金

職域募金

10,017,800

4,096,475

640,200

173,339

533,120

15,460,934

10,016,250

19,401

871,438

20,000

10,927,089その他（窓口募金等）

合　　計

合　計

募金区分 金額（円）

⾚い⽻根募⾦

◇歳末たすけあい配分事業◇

◇令和４年度　共同募金運動の結果報告【日立市共同募金委員会】◇

滑川学区ふれあいふくしまつり実⾏委員会
かみあい団地３丁⽬４．５．７番常会
株式会社 茨城環境企業 代表取締役 茅根 則彦

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しております。



住 所：〒317-0076 茨城県⽇⽴市会瀬町４-９-13（福祉プラザ１階）
Ｆ Ａ Ｘ：０２９４－３７－１１２４
Ｅ-mail：h.shakyo@isis.ocn.ne.jp
Ｈ   Ｐ：https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/
（業務時間 午前８時 30 分〜午後５時 15 分）
Facebook、Twitter で情報を発信しています。 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

　日立
●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

申し込み・問い合わせ申し込み・問い合わせ

社会福祉法⼈ ⽇⽴市社会福祉協議会   ＴＥＬ：０２９４－３７－１１２２

（上のQRコードから社協HP
　にアクセスできます）

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しております。

日立市社協だより№165

8令和５年２月５日号

INFORMATIONINFORMATION
－社協からのお知らせ－

　福祉プラザの会議室については、福祉・ボランティ

ア団体等に貸出を行ってきましたが、施設の老朽化

等に伴う福祉プラザの閉館により、令和５年３月末

をもって貸出を中止します。平成１８年４月から約

１７年間、ご利用ありがとうございました。

　なお、福祉プラザの入居団体（日立市社会福祉協

議会、日立市シルバー人材センター、日立市高齢者

クラブ連合会）については、令和５年４月末（予定）

にリニューアルオープンする日立駅前の大型商業施

設別館の３階に移転することとなります。

　詳細が決まりましたら、改めて移転先の概要や

会議室の貸出についてお知らせいたしますのでよろ

しくお願いいたします。

お詫びと訂正

　社協だより164号（令和４年12月5日号）に掲載しました
次の記事におきまして誤りがありました。お詫びして訂
正いたします。

○３ページ「福祉作文コンクール受賞者」
（正）神山　茉璃（かみやま　まつり）さん（塙山小学校５年）
（誤）神山　茉璃（かみやま　まり）さん（塙山小学校５年）

　高次脳機能障害とは、事故や転落による外傷や、
脳卒中等の病気により脳に受けたダメージを原因
とした後遺症です。

ご存知ですか？⾼次脳機能障害ご存知ですか？⾼次脳機能障害ご存知ですか？⾼次脳機能障害

【相談先】
　茨城県高次脳機能障害支援センター
　TEL：029-887-2605 （平日午前９時～午後５時）

こう   じ  のう  き  のうしょうがい

◇主な症状の例◇
・新しいことが覚えられなくなった
・気が散りやすく作業を⻑く続けられない
・段取りよく仕事ができなくなった
・ささいなことで怒ったりイライラする

１⼈で悩まずお気軽にご相談ください。

第１6回 ゆうあい美術展

(※)地域活動支援センター（ゆうあい）
　在宅の障がいのある方を対象に生きがいを高めるため、
講師の指導による講座（絵画、刺しゅう、フラワーアレ
ンジメント等）や買い物、野外研修などの季節行事を
行っています。

　地域活動支援センター（ゆうあい）では、利用者の皆さんの数々の作品を、
多くの方々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７日（火）～ １０日（金）
　　　　　午前１０時３０分～午後２時３０分

ところ　　福祉プラザ２階会議室

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）

福祉プラザの閉館について福祉プラザの閉館について
― 会議室貸出の中⽌と― 会議室貸出の中⽌と
      事務所の移転 ―事務所の移転 ―

福祉プラザの閉館について
― 会議室貸出の中⽌と
      事務所の移転 ―

福祉プラザの閉館について
― 会議室貸出の中⽌と
      事務所の移転 ―


