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つくば市生活支援体制整備事業
地域の皆さんと一緒に解決方法を考えます！
地域で何か
役立てないかな…

ゴミ出しを
手伝ってほしいな

趣味や特技が活かせる
場所があったらいいな

地域で支えあいの
活動をしてみたい

地域の若い世代と
交流がしたいな…

ちょっとした困りごとを相談して
支援してもらえたらいいな…

高齢者が気軽に集まれる
居場所を作りたい…

ひとり暮らしでさびしい
話し相手がいたらいいな

地域での支えあいや助けあいの仕組みづくりを

生活支援コーディネーター がお手伝いします‼
あったらいいな！を

地域づくりについて

一緒に作りましょう

一緒に考えましょう

生活支援コーディネーターの役割
❀第2層協議体と協力しながら、私たちのまちをより良くしていくために、地域の様々な
活動をつなげ、組み合わせる調整役です。

地域での支えあいの仕組みづくり ( 生活支援体制整備事業 ) はどう進めるの？
つくば市から委託を受け、市内の日常生活圏域（7 圏域）ごとに設置している第 2 層協議体における、
調整役である「生活支援コーディネーター」をつくば市社協に配置します。
日常生活において支援が必要な高齢者等の方々が、住み慣れた地域で生きがいをもって暮らし続ける
ために「介護予防」「社会参加」を重視しながら、住民が主体となって取り組む助けあいや支えあい活動
を推進していきます。また、ボランティア等の担い手や地域資源の発掘、関係機関のネットワークづく
りを行い、地域の中で多様なサービスが提供できるように、住民の皆さんと一緒に考えていきます。

なぜ生活支援体制整備事業が必要なの？
介護保険制度が改正となり、より高齢者の方が自分らしく地域で暮らし続けるために、生活
の基盤である「地域」が着目されています。つくば市では、今後ますます高齢化が進行すること
が予想されます。また、介護人材が不足する時代も近づいてきています。そこで求められる社会
は「支えあいの地域づくり」です。

具体的に「地域づくり」とは…
通いの場づくり

話し合いの場

介護予防や顔なじみの関係ができる
ように、運動や体操、会食やおしゃべり
会など、趣味や関心に合わせて地域の皆
さんが気軽に集える
居場所を作ります。

地域にどのような課題があるか？ 情報
交換や解決のためには何が必要なのか？
など、話し合いができる場づくりや地域の
助 け あ い や 支え
あいができるよう
な 仕 組 み を 考え
ます。

見守り・声掛け

ちょっとしたお困りごとの解決

もしかしたら… あの時声をかけていれ
ば… 誰かに伝えていれば… 日々の暮らし
の中で、地域のさりげない、ゆるやかな見
守りや声掛けをす
ることにより、信頼
関係が生まれ、困
りごとに気づくこと
ができます。

ゴミ出し、電球交換、庭木の水やり
など… ちょっとした困りごとを近隣住
民で解決できれ
ば、住み慣れた
地域で暮らし続
けることが可能
になります。

そのためには…
今までやってきた活動に「介護予防」
「地域づくり」の視点をプラスして！
情報を整理し、既存の活動（ふれあいサロン、体操教室や区会活動等）や社会資源（病院、福祉施設、人材等）
を把握することで、どのような課題が地域にあるかを理解することから始めましょう。
生活支援コーディネーター（社協職員）が地域の皆さんと一緒に考え、話し合いの場を通じて助けあい・
支えあい活動ができるような地域づくりを一緒に進めていきましょう。

問合せ

地域福祉係

☎879-5500
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（2020年3月号）

地 域 の 絆 フ ォ ー ラ ム2 0 2 0

2月20日に開催しました！
約230名が参加して
くださいました♪

つむ

「見守りで紡ぐ地域の安心～広げよう！見守り活動～」
第1部

基調講演

参加者も熱心に聞き入っていました

第2部

第8回目を迎えた今回は、東洋大学教授の山本美
香先生をお招きし、
「なぜ、世界は日本の“お餅つき
大会”に注目するのか？～孤立化時代の処方箋～」
と題して、地 域 の つ な がりの 手 法 につ いて、事 例を
交えてお 話しい た だくととも
に、社 協 が 取り組 み 始 めてい
る「 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 」
の 必 要 性 に つ いても、分 かり
やすくご説明いただきました。

シンポジウム

山本先生をコーディネーターとして、地域で活動されている 4 人のシンポジストから、地域づ
くりや活動内容、地域における課題等について、ご発言いただきました。

「つなぐ、つながる、つなげる」～心と心、
人と人、組織と組織がつながる地域に～
東小学校区「きずなネットワーク運営協議会」
代表 笹澤 浩子さん
代表の笹澤さんは、事業開始当初からふ
れあい相談員として活動されています。
さまざまな地域で活動をされている方々
と協議を重ねながら、協議会発足に至るまで
のご苦労と成果を織り交ぜた3年間の道のり
と、地域への思いを話していただきました。

大勢で創る多世代の居場所「たのし家」
多機能サロン
「たのし家」代表 犬丸 久美子さん
新 井 理 恵さん
「ふれあいサロン」
「趣味講座」
「同好会」
の3つの機能を持った多機能サロンを、下広
岡にある知人の所有する空き家を借りて開
催しています。活動の様子や運営の仕方、ま
た東日本大震災の避難者とのつながりから
生まれた手作りの「たのし家防災ハンドブッ
ク」についても触れていただきました。

地域包括支援センターの活動から ～住民が
抱える生活課題に寄り添う支援を目指して～
つくば市社会福祉協議会
茎崎地域包括支援センター 所長 川村 健二
茎崎地区における地域包括支援センター
の活動から見えてくる地域住民の個別課題
解決に向けた取り組みを、事例を交えてご
紹介しながら、多様な主体がつながること
の重要性について発言しました。
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シンポジストからの実践発表

仲間

をふやそう

シルバー
クラブ会員
募集中です

いつまでも健康に、もっと楽しく

自分らしく

地域とつながる

私 た ち と一 緒 に 活 動し ま せ ん か

つくば市シルバークラブ連合会とは？
概ね60歳以上の高齢者が地域を基盤として、健康づくりや生きがいづくり、社会貢献等を
行う自主運営組織です。
つくば市シルバークラブ連合会 137クラブ

会員数 6,569名（R2年2月末日）

役員会 (会長1名、副会長5名、幹事９名、会計1名、監事2名）
専門委員会 (活動活性化委員12名、広報委員11名、女性委員17名)
地区連合会
大穂地区

豊里地区

25クラブ

谷田部地区

31クラブ

（1,211名）

（1,690名）

スポーツ・健康づくり活動
グラウンドゴルフ
体操、輪投げ
ペタンク、卓球
スポーツ吹き矢
カーレット等

30クラブ

（1,289名）

桜地区

8クラブ

（343名）

筑波地区

19クラブ
（774名）

茎崎地区

24クラブ

（1,262名）

趣味・文化・レクリエーション

友愛訪問・ボランティア活動

囲碁、将棋、
健康麻雀
短歌、俳句会
茶会、絵画 等

友愛訪問活動
交通安全立哨
環境美化活動 等

横断中

市連合会・地区連合会事業への参加

グラウンドゴルフ・輪投げ大会
スポーツ吹き矢講座・運動会 等

芸能発表会・シルバー教室・囲碁
将棋大会・先進地視察研修 等

生活支援体制整備事業に関する研修
花いっぱい運動・環境美化活動 等

生きがい・仲間づくり・健康づくり・介護予防につながります♪
✿ 仲間とともに楽しいクラブづくりにぜひご参加ください ✿
詳細は下記の事務局までご連絡ください♪

問合せ

つくば市シルバークラブ連合会事務局 地域福祉係 ☎847-0231
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共 同 募 金 運 動 結 果 報 告 （つくば市共同募金委員会）
～ご協力ありがとうございました！～
赤い羽根募金

22,080,366円

募金総額

皆さまからの温かい募金は、全額を茨城県共同募金
会へ送金しました。寄せられた募金は、つくば市のた
め、また県内の福祉施設の整備や福祉団体等の地域福
祉活動費として、次年度に配分されます。

（R2.1.31 現在）

赤い羽根募金
14,187,706 円
◆ 歳末たすけあい募金 7,892,660 円
◆

募金方法別実績額

歳末たすけあい募金
年末年始の時期に、支援を必要とする方々が地域で
安心して暮らすことができるよう、見舞金配分や地域
で行われる様々な福祉活動に配分させていただきまし
た。
（以下の 3 事業となります）

戸別募金・・・・・20,801,751円

職域募金・・・・・・・・・173,380円

学校募金・・・・・・・・・766,225円

法人募金・・・・・・・・・101,800円

イベント募金 ・・・・・・・2,670円

街頭募金・・・・・・・・・・ 72,970円

募金箱 ・・・・・・・・・・・・・・67,870円

期間外募金 ・・・・・・・93,700円

歳末たすけあい募金助成結果報告
支援を必要とする世帯への配分：3,490,000円（349世帯）
民生委員の協力を得て、ひとり暮らし高齢者世帯や障害者世帯など、在宅で支援を必要とする世帯に配分しま
した。また、小学6年生のいる準要保護児童生徒世帯（非課税世帯で自己申請）等へ配分も行いました。

歳末地域たすけあい事業公募助成：539,000円（1団体上限5万円）
地域住民がふれあう機会を作り、交流を深めることを目的とする事業を公募して、16 団体へ助成しました。

地域福祉活動費：2,940,000円
ふれあいサロン事業や地域見守りネットワーク事業（要支援者への安否確認）等の社協が実施する事業へ配分し
ました。

助成団体からの
「感謝のメッセージ」

【うたごえひろば】
ありがとう

【つくば自立センターほにゃら】 【下田中 喜楽会】

ほにゃら年末もちつき大会

祖父母・親子カルタ大会

障害のある人もない人も楽し
多くの親子、祖父母の三世代
く、助け合いながら餅つきを行
がカルタをすることで、有意義な
い、お互いの交流を深めること
ふれあいを味わい、楽しく心和
ができました。また、当団体のイ
む行事となりました。参加者より
ベントに繰り返し参加してくれる 「今 後も継 続して実 施してほし
方も増え、障害について理解し
い」という言葉も聞かれ、とても
てもらう機会にもなっています。 良い事業になったと思います。

高見原3丁目
シニアふれあいクリスマスの集い
楽しく有意義なひと時を地域の方と
過ごすことができました。今まで参加さ
れたことのない方々も集まり、手作り料
理は大変好評で、交流の輪も広がり、
盛り上がったイベントになりました。

楽しそうな様子が伝わります♪

募金に関する詳細は、赤い羽根データベース
「はねっと」に掲載しています。

問合せ
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総務企画係

☎879-5500

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

令和元年11月23日～令和2年2月14日

こもれびの会

（順不同・敬称略）

渡辺さだ子

JAつくば市谷田部
やどかり介護 歩む 青田政則 3件
つくばアサーティブの会

¥3,000
¥30,000
¥3,000
¥10,000

~Information~

募集

子どもの学習支援ボランティア募集

3

勉強がしたくても、家庭の事情で塾へ通えなかったり、
宿題を見てくれる大人がいない環境の子どもたちがいま
す。つくば市社協では、市との協働事業で「つくばこど
もの青い羽根学習会」を実施しています。
宿題や課題の分からないところを教え、話し相手に
なってもらえるボランティアを募集しています。あなた
の時間を子どもたちの学習支援に活かしてみませんか。

月号 No.105

北条桜の会

¥25,000

前野地区ゴルフ会

¥24,392

為桜つくば会（下妻一高昭和41年3月卒）

¥39,460

募集対象：教員経験者、大学生、社会人等

株式会社 ヒュリカ

¥10,000

JSR労働組合

¥42,317

活動日時：月曜日 午後 5 時から
木曜日 午後 5 時 30 分から
（2 時間程度）

土浦友の会
匿名 2件

¥5,000
¥40,000

●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。

■発行=社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

中

受付

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、社協本部・各支部までご寄
付をお願いします。その際は、
「広報紙を見ました」と一言
お伝えください。
また、前号で寄付を募ったところ、26 件の寄付が寄せ
られ、市内 15 世帯に支援を行いました。皆様からのご協
力ありがとうございました。
寄付していただきたい食品は
●米（前年度産までのもの、玄米も可）●乾麺 ●缶詰
●レトルト食品 ●調味料各種 ●お歳暮、ギフト品 など
寄付の際に気を付けていただきたいこと

■編集=総務企画係

●賞味期限が 3 ヵ月以上あるもの
●未開封で常温保存が可能なもの

内

ご案

内

容 ： 小学 4 年生～中学 3 年生を対象に、主に算数
（数学）、英語等の学習支援を行います。

内

ご案

高齢者いきいきサロン

高齢者の趣味や生きがいづくりをサポートしています。
市内在住の概ね60歳以上の方なら、どなたでも参加でき
ます。また、依頼により地域への出前講座も開催できます。
参加費：100円（材料代が必要なメニューもあります）
場

所：月曜日「老人福祉センターとよさと」
火曜日「市民研修センター」
水曜日「茎崎農村高齢者交流センター」
金曜日「大穂交流センター」

時

間：【午前の部】午前 10 時 30 分～午後 12 時
【午後の部】 午後 1 時 30 分～午後 3 時

内

容：歌・フラワーアレンジメント・絵手紙 等

参加方法：事前の申し込み不要、直接会場へお越しください
（初回参加時、連絡先等の必要事項の記入あり）
※曜日と場所により内容が異なりますので、メニュー表で
ご確認ください。メニュー表は社協本部・各支所、各地
域交流センター、各郵便局に置いてあります。また、社協
ホームページでもご覧になれます。
問合せ

地域福祉係 ☎879-5500

北条大池近くにある市民研修センターにお立寄りください

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

つくば市の生涯学習施設で、各種講座の開催や趣味を活か
した活動、企業研修の場として、幅広い利用に対応できる施設
です。小さいながらも入浴施設もあり、疲れた体を癒すことが
できますので、お気軽にお立寄りください。

つくば市社会福祉協議会本部・各支所連絡先
つくば市の市外局番は（029）です。
●本部
（大穂庁舎内）

☎879-5500
☎867-1153
●中央支所
（老人福祉センターとよさと内） ☎847-0231
●南支所
（茎崎老人福祉センター敷地内）
☎876-4552
●ボランティアセンター
（大穂庁舎内）
☎879-5898
●北支所
（市民研修センター内）

所在地／北条 1477-1

休館日／ 12/29 ～ 1/3

開館時間／午前9時～午後10時（入浴時間午後1時～午後8時）
主な施設／ホール、会議室、和室、浴室

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。

