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社協からのお知らせ

つくば市社協

検 索

〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10 番地 4 TEL:029-879-5500 / FAX:029-879-5501

The organ of Tsukuba City Council of Social welfare
ま も る 、さ さ え る 、そ な え る 。

成 年 後 見 制 度をご存 知ですか？
認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方の権利を守る制度です。
成年後見人等が、これらの人の意思を尊重し、その人らしい生活のために、法律面や生活面を
支援します。

自分や配偶者が
認知症になったら
どうすればいい？
知的障害のある
子どもの将来を
安心なものに

ひとり暮らしの親が
消費者被害に
遭うのが心配だ…

このような悩みは
つくば成年後見センターへ

成年後見制度の相談（相談は無料です）
◇成年後見センターでは、市から委託を受け、成年後見制度に関する相談窓口を設けています。
◇職員による相談の他、月 1 回司法書士による相談（事前予約制）も実施していますので、お気
軽にご相談ください。また、職員による出張相談もできますので、お問い合わせください。
受付時間：月～金曜日

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（祝日・年末年始を除く）

受付・問合せ先：つくば成年後見センター

☎029-879-5511

事 業今 年度
計 新たに、
画 市民後見人を養成します！
親族以外の後見人等のうち、市区町村の研修を修了し
た一般市民は「市民後見人」と呼ばれています。
今後、ますます利用ニーズの高まる成年後見制度の担
い手として、判断能力の低下している方の生活を身近で
支え、地域住民としての活躍が期待される市民後見人の
養成に取り組んでいます。
過日 6 月 24 日に、養成研修の事前説明会が開催され、
32 名が参加されました。今後は、市民後見人養成講座（全
10 日間）を受講していただき、登録していただくことに
なります。

▲熱心に学ぶ受講生

成年後見制度のしくみ

裁 判 所
申立て

選任

本人・配偶者・親族・市町村長等

家庭裁判所

成年後見人等
（社協、弁護士、親族、市民後見人等）

支援・身上保護・財産管理

いますか？こんなボ
ランティア活 動！
知って

声で情報を届けたい ～けやきの会～
つくば市朗読ボランティア「けやきの会」は、平成 7
年に結成し、現在は 10 名で活動を続けています。
「社協通信つくば」音訳版の作成、別の音訳グループ
に参加して、市報・市議会だよりの音訳版作成もして
います。また、市内高齢者施設に出向き、朗読や紙芝
居、皆さんと一緒に発声練習をしたりと楽しんでもら
う活動も行っています。
音訳技術の維持、向上のための学習会や、文学作品
を中心に朗読の勉強会を定期的に行っています。声に
出して読むことは、作品を味わうこと、そして健康維
持にもつながります。興味のある方は、ぜひお問い合
わせください。お待ちしております。
【問合せ先】
つくばボランティアセンター

☎879-5898

▲編集作業の様子

「音訳」活動とは？
視覚障害のある方や目の不自由な方
のために、文字情報等を音声にして伝え
る活動です。感情を込めて読む朗読とは
異なり、聞き取りやすい音声で、正確に
伝えることが大切です。

音訳奉仕員養成講座（初級）の募集は、社協 HP と市報 7 月号 P14 に掲載されています。 8/23（金）必着
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保存版
令和元年8月現在

社協の相談窓口一覧

お気軽に
ご相談ください。

社協では、市民の皆さまから様々な相談を受け付けています。
下記のとおり、相談窓口がありますので、まずは社協へご連絡ください。
場

相談

所：つくば市社会福祉協議会本部（筑穂 1-10-4 大穂庁舎内）☎879-5500 ㈹
中央支所（遠東 639 老人福祉センターとよさと内）☎847-0231
南支所（下岩崎 2068 茎崎老人福祉センター隣）☎876-4552

相談時間：月曜日から金曜日まで（土日・祝日、年末年始は除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

✿ 地域の助けあい・支えあいに関する相談

☎879-5500

地域見守りネットワーク事業／地域の絆づくり支援事業／ふれあい型食事サービス／地域福祉出前講座

✿ 高齢者の健康増進・生きがい活動に関する相談
高齢者いきいきサロン

☎879-5500 ／ シルバークラブに関すること ☎847-0231

✿ 子どもや児童、子育て支援に関する相談
子どもの学習支援事業

☎879-5500 ／ おもちゃライブラリー ☎847-0231
住民による会員相互の子育て支援サービス（ファミリーサポートセンター） ☎879-5504
子育て・子どもの悩み相談（事前予約制） ☎879-5504
✿ 在宅福祉サービスに関する相談

☎879-5511

障害のある方やご家族等からの生活や福祉サービスに関する相談（障害者相談支援事業所、ホームヘルプ
サービス）／住民による会員相互の家事支援サービス（つくばさわやかサービス）／
介護保険に関する相談（ケアプランに関すること、ホームヘルプサービス）

✿ 権利擁護に関する相談

☎879-5511

成年後見制度推進事業／日常生活自立支援事業

✿ ボランティアに関する相談

☎879-5898

ボランティア登録、募集、活動保険の相談／介護支援ボランティアに関すること／福祉移動教室
ボランティアセンター施設利用

✿ 資金貸付に関する相談

☎879-5500

小口資金貸付／生活福祉資金貸付／生活困窮者に対する食料品や支援物資等の支給

✿ 施設の利用に関する相談
●つくば市市民研修センター（北条1477-1：指定管理者）
●老人福祉センターとよさと（遠東639）

☎847-0231

☎867-1153

✿ 専門相談に関すること（事前予約制） ☎879-5500
弁護士による法律相談／司法書士による相談

✿ その他、社協全般に関する相談

☎879-5500

社協会員／寄付に関すること／赤い羽根共同募金／広報紙、ホームページ
つくば市の市外局番は 029 となります。
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事 業 計 画
1. 地 域で支えあうまちづくりのために
●地域見守りネットワーク事業
地域住民による助けあいや支えあい活動を推進し、地域で支援を必要とす
る方に対し、地域で見守ることのできる仕組みづくりを進めています。
●「ふれあいサロン」の活動支援
地域住民が主体となって、主に歩いて行ける場所等に、高齢者や障害者、子
育て中の親などが集う、交流の場（サロン）づくりを推進します。活動費の助
成や立ち上げ、運営に関する相談も行っています。
●ふれあい型食事サービス ●地域の絆づくり支援事業 ●つくばさわやかサービス ●まつりつくば「ふれあい広場」の運営
●介護支援ボランティア育成事業 ●ボランティアセンターの運営・各種ボランティア養成講座

2. 高齢 者の生きがいづくりや生 活のために
●シルバークラブの育成支援
概ね60歳以上の方で自主的に組織されており、健康増進、社会奉仕、教養
講座などを行うシルバークラブの支援を行っています。
●高齢者いきいきサロン
概ね60歳以上の市民の方を対象に、仲間づくりや生きがいづくりを見つけ
られるよう市内4ヶ所の会場で、自由に参加できるサロンを開催しています。
●介護予防事業「こころとからだの健康教室」 ●健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会 ●生活支援サポーター養成講座
●介護保険事業（居宅介護支援・訪問介護事業） ●茎崎地域包括支援センターの受託運営 ●老人福祉センターとよさと管理運営

3. 障害（児）者のために
●みんなでDO!スポーツ
知的障害者を対象に、簡単なスポーツ等を実施し、心身のリフレッシュを図
るとともに、家族の介助や精神的負担の軽減、学生ボランティアとの交流を深
めています。
●障害者相談支援事業・障害者ホームヘルプサービス
指定障害福祉サービス事業者として、障害福祉サービスの支給決定を受け
た方に対し、自立した生活が送れるよう相談支援や家事、介護などのサービスを提供しています。
●夏休みふれあいサロン ●チャレンジアートフェスティバル

4. 子どもや児童のために
●つくば子育てサポートサービス
地域で子育ての支援を受けたい方、支援を行いたい方が会員になり、乳幼
児の保育や家事援助等の相互援助活動を推進します。
●子どもの学習支援事業
要件に該当する児童や生徒を対象に、ボランティアの協力を得ながら、週2
回学習支援教室を開催し、学びの場を提供しています。
●おもちゃライブラリー ●とよさと子どもまつり
依頼に応じて地域に出向く、地域福祉出前講座、福祉移動教室を実施しています。 ☎879-5500 地域福祉係
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令 和 元 年 度
5. 生 活を支えるために
●日常生活自立支援事業
認知症高齢者や知的障害者・精神障害者等で判断能力が不十分な方を対
象に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理の援助、書類等預かりサービス
を行い、利用者の日常生活を支援します。
●小口資金貸付事業・茨城県生活福祉資金貸付事業
緊急に経済的な援護を必要とする世帯や他の貸付制度が利用できない低
所得や高齢者世帯等を対象に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的
に、資金の貸付を行います。
●成年後見制度推進事業 ●生活困窮援助物資支給事業 ●車いす貸出し事業

6. 法人 運営事 業
●福祉相談事業（事前予約制）
弁護士による法律相談（月3回：毎月第2・3・4木曜日）
司法書士による相談（月1回：毎月第3水曜日）
子育て・子どもの悩み相談（年26回：毎月第1・3・5金曜日）
●法人の運営に関すること、地域福祉推進に活用させていただいている社協会費、
共同募金（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）の募集、ご寄付の受付、広報事業、
皆川重兵衛福祉基金活用事業、市民研修センター（指定管理者）等を行っています。

令和元年度資金収支予算 総額 484,153千円
科

目

補助金・助成金収入
受託金収入
介護保険・自立支援給付費収入
積立金取崩等収入
自主財源（会費・共同募金・寄附金）
サービス区分間繰入金収入＊
事業・負担金収入
貸付事業償還金収入
退職共済預け金収入
雑収入・受取利息収入

収入合計

（単位：千円）

164,057
141,721
67,162
33,577
37,959
12,548
8,619
500
12,544
5,466

484,153 千円

＊サービス区分間繰入金収入・
・事業間を移動するための科目

科

目

法人運営事業費
地域福祉事業費
高齢福祉事業費
障害福祉事業費
児童福祉事業費
ボランティアセンター管理運営費
地域包括支援センター運営費
介護保険事業費
障害福祉サービス事業費
共同募金配分金事業費
資金貸付事業費
皆川重兵衛福祉基金活用事業費
収益事業（市民研修センター）

支出合計

（単位：千円）

221,380
17,261
30,144
6,843
13,055
13,273
67,168
40,639
23,027
14,809
3,667
5,587
27,300

484,153 千円

※科目名は、
「社会福祉法人新会計基準」に基づき使用しています。
なお、事業計画及び資金収支予算の詳細につきましては、本会の事務所、または社協ホームページで閲覧できます。
また、平成 30 年度事業報告及び資金収支決算についても同様となります。 問合せ：財務係 ☎879-5500
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社協からのお知らせ
告

ご報

善意の寄付ありがとうございました

平成31年2月22日～令和元年6月30日

~Information~
内

ご案

（順不同・敬称略）
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月号 No.103

やどかり介護 歩む
（青田政則）
4件
¥4,000
つくばひばり歌謡会
¥25,322
土浦友の会
¥5,000
間中充子
¥12,000
旧筑波西中学校 生徒会
¥17,388
つくば中央遊技場組合
¥100,000
川元 啓一
¥50,000
坂本 顕
¥3,433
八木カラオケ会
¥25,200
匿名3件
¥720,069
【社会福祉協議会自動販売機募金】
¥63,504
㈲シバハシ、
つくば双愛病院、
リカーショップイズミ
㈱土浦生花市場、
ウッディーホテルスワ、
ダイドードリンコ㈱

■発行=社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

●お寄せいただいた善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってつくば市
の地域福祉向上のために、活用させていただきます。
●社協では、年間を通じて寄付を受け付けております。
個人の場合は、所得税・個人住民税控除の対象となります。

まつりつくば 2019
8 月 24 日（土）～25 日（日）

社協では、中央公園を
会場に「ふれあい広場の
運営」を行います。
事業費の一部を、共同
募金配分金を活用して、
福祉団体やボランティア
団体の活動紹介や模擬店、
子どもが楽しめる実験教室、ミニコンサート、他にポ
ニーの乗馬体験などの催し物を実施します。
夏の終わりの思い出に、足を運んでみてください。

募集

さわやかサービス協力会員募集！

住民同士の助けあいによる会員制の有償サービスです。
高齢や障害、疾病などにより、日常生活に支障がある方や
介護保険等の公的制度が利用できない方に対して、家事

付中

受
随時

困っている人のために食品の寄付を

皆様から寄贈された食品は、生活困窮世帯など支援を
必要とする世帯に活用されます。家庭や事業所等で提供
可能な食品がありましたら、ご寄付をお願いします。
また、前号で寄付を募ったところ、32件の寄付が寄せ
られ、市内36世帯に支援を行いました。皆さまからのご
支援ありがとうございました。

援助や外出時等の支援を行っています。
このサービスに協力してくださる方（協力会員）を募集
しています。ぜひお問い合わせください。また、サービスの
ご利用を希望される方は、利用会員として登録が必要と
なります。
活動料金：1 時間 800 円（交通費別）
問 合 せ ：あんしん生活支援係 ☎879-5511

寄付していただきたい食品は
●米 ●うどんやパスタなど乾麺 ●缶詰 ●レトルト食品
●インスタント麺 ●お中元､ギフト品など

内

ご案

市民研修センターをご利用ください

市民の生涯学習活動や企業研修の場として、幅広い利

寄付の際に気を付けていただきたいこと

用に対応できる施設です。入浴設備があり、登山やサイ

■編集=総務企画係

●賞味期限が 3 ヶ月以上あるもの
●未開封で常温保存が可能なもの
●米は前年度産までの物（玄米も可）

クリング、研修で疲れた体を癒すことができます。
お気軽にお立ち寄りください。
所 在 地：北条 1477-1

告
ご報

社協「特別会員」加入の状況

今年度も「地域福祉の推進を図る」本会の目的に、多

〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4
TEL: 029 - 879-5500 / FAX: 029 - 879-5501

くの市民や事業所等の皆さまに賛同していただきました。
厚く御礼申し上げます。大切に使わせていただきます。

会員数 999 件

施

設：研修室、和室、浴室

開館時間：午前 9 時～午後 10 時
（入浴時間 午後 1 時～午後 8 時）
休 館 日：年末年始（12/29 ～ 1/3）
問 合 せ：つくば市市民研修センター ☎867-1153

会費額 6,791,971 円
（令和元年 6 月 30 日現在）

つくば市社会福祉協議会本部・各支所連絡先
●本部
（大穂庁舎内）
●北支所
（市民研修センター内）
●中央支所
（老人福祉センターとよさと内）
●南支所
（茎崎老人福祉センター隣）
●ボランティアセンター
（大穂庁舎内）

☎879-5500
☎867-1153
☎847-0231
☎876-4552
☎879-5898

問合せ先の記載のない記事は
☎879-5500（代）まで
◆「社協通信つくば」
はホームページからもご覧になれます。
また、目の不自由な方のために音訳版は「つくば市朗読ボランティア
けやきの会」、
点字版は
「並木点訳の会」のご協力を得て作成しています。
ご希望の方は、事務局までご連絡ください。
この広報紙は市民の皆様から寄せられた社協会費、共同募金の配分金により発行しています。
この印刷物は再生紙を使用しています。

