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竹園高校ＪＲＣ部から
通算13台目の車いすが寄贈！

竹園高校ＪＲＣ部では、毎週火曜日に活動している古紙回収の収益金で、
毎年つくば市社会福祉協議会に車いすを寄贈しています。
1年間に集めた古紙が1台の車いすになり、2021年までに寄贈した車いすが、
ついに13台になりました！

写真左から竹園高校ＪＲＣ部 部長の白鳥祐作さん、成島茜さん、中野そらさん、
つくば市社会福祉協議会 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

竹園高校ＪＲＣ部の活動
竹園高校ＪＲＣ部は１年生10名、2年生13名の計
23名で活動しています。

となり、ボランティア活動をする機会が少なくなりまし
たが、ＪＲＣ部員の多くがメンバーとなって「ＳＤＧｓ

ＪＲＣとは、「Junior Red Cross」の 略 で「青 少

カルタ（英語版）」を制作。ＳＤＧｓの理解を深める

年赤十字」という意味になります。「気づき、考え、

ために高校生が英文を考え、その英文にふさわしい

行動する」の考えのもと、地域のボランティアをは

絵を描き仕上げました。3月中につくば市内の小学校

じめ、日本赤十字社の主催する様々なイベント等に

に配付する予定です。次年度はＳＤＧｓカルタで小学

参加したりすることが主な活動になります。

生との交流会ができることを期待しています。

2020年度はコロナ禍のため、多くのイベントが中止

（2021年３月号）

福祉体験教室 を開催してみませんか？
●小学校のＰＴＡ企画・・・何をやったらいいんだろう？
●町内会のイベントでだれでも体験できるようなブースを設置
したいなぁ・・・。
●学校で福祉をテーマに授業を行いたい・・・この学年に合った
内容ってどんなのだろう？

こんな悩みありませんか？

そんな時は「つくば市社会福祉協議会」にご相談ください！
つくば市社会福祉協議会では、福祉活動や
ボランティア活動のきっかけづくりとして
「福祉体験教室」を開催しています。この教室
は、地域や学校からの要望により、おおむね
10人以上の人が集まる場所に出向いて実施す
るものです。
授業や委員会、部活動、課外活動、親子学
習会、地域の交流会、勉強会など様々な機会
にご活用ください。

福祉体験・ボランティア活動
メニューリスト

社会福祉法人

つくば市社会福祉協議会

令和3年3月につくばボラ
ンティアセンターから「福祉
体験・ボランティア活動 メ
ニューリスト」が発行されま
した。
右に記載したメニューの
他にも様々なメニューが掲
載されていますので、興味
のある方はホームページを
ご覧いただくか、下記事務局
までお問い合わせください。

（依頼・問合せ先）
つくばボランティアセンター
TEL 879-5898 FAX 879-5501
http://tskuba-vc.com

ご存知ですか？

メニューの一部をご紹介します
体験や交流を通して気づきを深めるメニューから、制度などの
ちょっと「カタい」メニューまで盛りだくさん！
●体験・交流から考えるメニュー
•高齢者の体に変身してみよう！
•車いすの正しい操作と注意点を覚えよう！
•目の不自由な人のガイドの仕方を覚えよう！
•点字に挑戦しよう！
•手話に挑戦しよう！
•昔の遊びやゲームでお年寄りと交流しよう！
●地域に目を向けて考えるメニュー
•ボランティアって何だろう？
•赤い羽根共同募金のなぞ！
•支え合いの地域づくりを考えよう！
•街の中にある工夫を探してみよう！（ユニバーサルデザイン）
•防災クイズから学ぶいざという時の行動！
•介護保険ってなに？
•成年後見制度ってなに？
この他にも、市内のボランティア団体が講師となって行う体
験・交流メニューも用意しています。
学校向けに各種メニューを組み合わせ、シリーズで学ぶメ
ニューも提供することが可能です。
まずは、お気軽にご相談ください！

「ボランティア活動保険」は新型コロナウイルス感染症も補償の対象となります

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

ホテルでの隔離や自宅での 活動中に新型コロナウイルスに感
療養の場合は？
染したのかの判断は？

新 型コロナウイルスに感 染
し、医師の指示のもと軽症や
無症状の方等がホテル等の
臨時施設または自宅で療養
する場合は「入院」とみなし
保険金をお支払いします。

新型コロナウイルスに感染したと想
定される付近の日時に活動実態が
あるか、活動以外に感染要因とな
る事象（院内感染、クラスター等）
がないか等確認させていただいた
うえで、保険会社が判断します。

「ボランティア活動保険」って？

日本国内におけるボランティア活動中に、❶偶然
な事故によってけがをした場合の「傷害保険」と、
❷第三者の身体や財物に損害を与えた場合の「賠
償責任保険」がセットになった保険です。
＜保険料＞
基本プラン350円

万一に備え「ボランティア活動保険」に
加入しましょう！

問合せ つくばボランティアセンター
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天災・地震補償プラン500円

☎879-5898

令和2年度

社協会員加入実績報告

新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、今年度もつくば市社会福祉協議会（社協）会員にご加入いただ
き、誠にありがとうございました。また、一般会員の募集に際しましては、区会（自治会）の皆様のご協力を
いただき、厚くお礼申し上げます。
今後も社協は、皆様とともに地域福祉活動を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、特別会員名簿につきましては、つくば市社会福祉協議会ホームページにて報告させていただいており
ますので、ご覧ください。
一般会員

賛助会員

会員数：23,438件
会費額：11,694,300円

会員数：1件
会費額：2,000円

市内の世帯を対象としたもの

市内外に限らず、本会の趣旨

＜会費額＞
500 円

特別会員
会員数：622件
会費額：5,069,000円

市内に居住する個人及び市内

に賛同する個人及び法人・団
体・施設等を対象としたもの

＜会費額＞

団体会員10,000 円以上
個人会員1,000 円以上

合計

に住所を有する法人・団体・

会員数：24,061件
会費額：16,765,300円

施設等を対象としたもの

＜会費額＞

団体会員10,000 円以上
個人会員3,000 円以上

＊令和3年2 月15 日現在（法人及び団体含む）
＊特別会員の御芳名は、会費協賛時に掲載の同意をいただいている方のみ、
受付時の氏名・企業名等をホームページに掲載させていただいております。

共同募金運動結果報告
ご協力ありがとうございました！（つくば市共同募金委員会）
赤い 羽 根募金の使いみちは？
皆さまから寄せられた募金の全額を茨城県共同募
金会へ送金いたしました。寄せられた募金の約4割
がつくば市へ配分され、残りの募金は県内の福祉施
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。

地域 歳末たすけあい 募金の使いみちは？
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、見舞金の配分
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。

問合せ

総務企画係

募金総額

21,194,914円

（令和3年2月15日現在 ）

●赤い羽根募金
13,763,830円
●地域歳末たすけあい募金 7,431,084円
募金方法別実績額
戸別募金 19,847,595円
法人募金
90,000円
学校募金
862,432円
職域募金
173,701円
個人募金
15,000円

その他の募金 206,186円
※市内店舗設置募金箱等

☎879-5500
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社協からのお知らせ
ご報告

令和2年4月1日～令和3年2月15日

（順不同・敬称略）

つくば中央遊技場組合
やどかり介護
坂本

ご案内

善意の寄付
ありがとうございました

歩む

¥100,000

青田政則（10 件）

¥10,000

顕（2 件）

¥7,954

古河ヤクルト販売株式会社

¥120,000

つくばアサーティブの会

¥10,000
¥20,000
¥10,000

つくば市 GG 連絡協議会

¥20,000

JSR 労働組合

¥49,533

土浦友の会

¥5,000

匿名 4 件

¥137,039

つくばアウルライオンズクラブ

消毒液 42 本

㈱セブン－イレブン・ジャパン
・大穂地区 ・豊里地区 ・谷田部 1 地区
・谷田部 2 地区 ・桜地区 ・筑波東地区
・筑波西地区
つくば市学校長会
つくば市教頭会
足利銀行

食品、日用品等
タオル、
ハンカチ、
石鹸、洗剤等

つくば支店

匿名 4 件

随時
受付中

使用済み切手
マスク、タオル、
使用済み切手、
書き損じはがき

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・各支所ま
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。
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
●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

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）

☎879-5500

●北支所（市民研修センター内）

☎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隣）

☎876-4552

●ボランティアセンター（大穂庁舎内）

☎879-5898

「悩みごと相談」を
ご利用ください

日常生活上の悩みごとに関するアドバイスをするた
めに、面接による相談を実施しています。
相談は事前予約が必要となりますので、ご確認のう
えご予約ください。なお、定員になり次第、締め切り
とさせていただきます。

相談料：無料

相談場所：つくば市社会福祉協議会本部

（つくば市筑穂1丁目10番地4 大穂庁舎内）

相談名

弁護士による
法律相談

司法書士によ
る相談

子育て子ども
の悩み相談

相談員

弁護士

司法書士

臨床心理士

第3
（水）

第1・3
（金）
午後1時～
午後4時10分

開催日
第2・3・4
（木）
（祝日除く）
時間

午後2時～
午後4時

午後2時～
午後4時

内容

金銭貸借や離
婚等の生活上
の悩みに関す
ること

遺言や相続、成 不登校や引きこ
年後見制度等 もり、子どもと
に関すること
の関わり等に
関すること

予約電話

879-5500

879-5500

募集

879-5504

ホームヘルパー
（嘱託職員）
を
募集します。

つくば市社会福祉協会では、やる気のある常勤ホー
ムヘルパーを募集します。まずはお電話でお問い合わ
せください。
【雇用期間】令和3年4月1日～令和4年3月31日（更新
有）※開始時期応相談
【勤務時間】週5日 8:30 ～ 17:15（早番・遅番あり）
【勤務地】つくば市社協訪問介護事業所（筑穂1-10-4）
【募集人員】若干名
【業務内容】身体介護・家事援助（介護保険法及び障害
者総合支援法に基づく）
【応募資格】介護職員初任者研修、ホームヘルパー 2級
以上、介護福祉士のいずれかの資格
【給与・待遇】月給制、諸手当有（本会規程による）
【申込方法】電話連絡の上、履歴書を持参または郵送
【申込締切】3月26日（金）
【申し込み・問い合わせ】介護保険係 TEL 879-5511

問合せ先の記載のない記事は
☎879-5500（本部）
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。
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