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アートで輝け！TSUKUBA の未来

2022年

入場無
料

作品展

3月8日火 ▶13日日

9:30～17:00（最終日のみ15:00まで）
茨城県つくば美術館（吾妻2-8）

チャレンジアートフェスティバルとは・・・
障害のある方が制作した絵画や造形物の展
示、ダンスや太鼓、劇の発表※などを通して、
すべての方に向けて自分の思いを発信するイベ
ントとして、毎年3月に開催しています。
21回目となる今回は、昨年度、新型コロナ
感染症の影響で実施することができなかった
「20周年記念特別企画イベント」も同時開催し
ます。
「アートで輝け！TSUKUBAの未来」のスロー
ガンのもと、参加者の熱い思いをお届けします。
※今回は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、舞台発表は中止となります。
土
3/12
定
限
20周年記念特別企画イベント

11:00～11:40（１０：３０開場） 定員５０人

マリンバコンサート
マリンバ奏者 倉田沙紀

パフォーマンス映像作品の上映

3月8日火 ▶11日金 10:00 ～ /13:00 ～ /15:00 ～
3月13日日 10:00 ～ /13:00 ～
アルス2階アルスホール（吾妻2-8） 【定員】各回50人

＠アルス2階アルスホール（吾妻2-8）

13:00～14:30

事前申込制

アートワークショップ

ファシリテーター 安部田そらの

＠アルス2階講座室（吾妻2-8）

新型コロナウイルス感染症の感染状況により開催中止となる場合があります。詳細は、市のホームページをご確認ください。
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社協からのお知らせ
報告

善意の寄付 ありがとうございました

令和3年10月16日～令和4年1月15日

（順不同・敬称略）

染倉 有希
桜地区区会連合会 代表 一色 喜美子
古河ヤクルト販売㈱
つくばアサーティブの会 代表 石黒 澄子
土浦友の会
つくばＯＡＫライオンズクラブ
中村 彬
佐藤 宏一
つくばグラウンドゴルフ連絡協議会
つくぽか
㈱ヒュリカ
昭和電工マテリアルズ労働組合下館支部
匿名 3 件

10,000 円
300,000 円
137,000 円
10,000 円
5,000 円
100,000 円
10,000 円
10,000 円
20,000 円
47,000 円
10,000 円
50,000 円
59,622 円

●社協では、年間を通じて寄付を受け付けています。
個人の場合は、所得税・個人住民税控除の対象となります。

クレジットカードを利用した寄付を受け付けています！
つくば市社協では、クレジットカードを利用した寄付（オンラ
イン決済）を随時受け付けています。
手続きはインターネット上からとなりますので、
つくば市社協のホームページをご覧ください。
つくば市社協

募集

寄付

検索

空いている時間の有効活用を
してみませんか？

子育ての支援を受けたい方や、日常生活で不便を感じてい
る高齢者や障害のある方を、地域の皆さんでお手伝いします。
空いた時間を活用して、地域の助けあい活動に参加してみ
ませんか？ 皆さまのご協力をお待ちしています。まずは、お
気軽にお問い合わせください。

つくば子育てサポートサービス
（子育てサポーター）
子育てをしながら仕事や家事をがんばっているお母さんやお
父さんを支えるサービスです。
【活動内容】
外出時の保育、保育園等の送迎（自家用車での送迎は不
可）、産後の家事援助（産後3週間まで）など
【活動料金（1時間あたり）】
利用時間
9 ～ 17 時
時間外（上記以外）

平 日
800 円
1,000 円

土日・祝日
1,000 円
1,200 円

【登録料】1,500円
【その他】実際に活動に入る前に、所定の研修
を受講していただきます。
【問合せ】つくばファミリーサポートセンター
TEL 029-879-5504

つくばさわやかサービス
（協力会員）
高齢者や障害、疾病などにより日常生活で不便を感じてい
る方に対しての家事支援サービスです。
【活動内容】家事支援（掃除・調理・洗濯等）、通院・外出介助、
生活必需品の買い物
【活動料金】1時間 800円
【問合せ】つくばボランティアセンター
TEL 029-879-5898
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報告

Information
寄付いただいた食品を活用させていただきました

市内外の個人や団体の方々からご寄付いただいた食品の今
年度 分（令 和3年4月1日～令 和4年1月15日）の合計が、下
記の通りとなりました。
●お米
4558.7kg
●その他の食品
334.6kg
これらのご寄付いただいた食品は、市内にお住まいの経済
的にお困りの世帯に提供させていただいているほか、地域歳
末たすけあい募金を活用した「歳末見舞金」の対象世帯への
配付や、希望する市内の福祉施設
などへの配付に活用させていただ
きました。誠にありがとうござい
ました。
ご 寄 付いただく食 品について
は、皆 様からの善意が 市民の笑
顔につながるよう、今後も引き続
き活用させていただきます。

募集

食品の寄付をお待ちしています

引き続き、皆様からの食品の寄付を募集しています。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。
寄付していただきたい食品
●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か月以上あるもの
●未開封で常温保存が可能なもの
【問合せ】法人運営室 TEL 029-879-5500

報告

令和3年度 社協会員加入実績報告

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）のご協力をいただき、厚くお礼申し
上げます。
納入いただきました社協会費は、地域福祉
推進のために広く有効に活用させていただき
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。
種 別
対 象
会費額
一般会費 市内の世帯
11,660,100円
市内に居住する個人及び市内に
特別会費
4,720,000円
住所を有する法人・団体・施設等
合 計
16,380,100円
（令和４年１月15日現在）

各種会員名簿につきましては、本会ホームペー
ジにて報告させていただいております。
問合せ先の記載のない記事は TEL 029-879-5500
（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。

つくば市生活支援体制整備事業 第2層 地域支えあい情報紙

ささえあい・つくば

2022年2月15日発行
【第7号】

地域の皆様とともに支えあい活動や地域づくりをすすめるための情報紙「ささえあい・つくば」です。
今回は、市内で徐々に広まってきた「ふれあいサロン」をご紹介します。
「ささえあい・つくば」では、
「人と人との支えあい」の活動や生活支援コーディネーターの活動内容を
皆様に紹介し、支えあいの文化を未来へつむいでいきたいと思います。

ふれあいサロンって？
地域で生活している高齢者や障害者、子育て中の方などが気軽に参加し、
身近な場所で交流を深めることでお互いに助けあえる仲間づくりや生きがい
づくりができる地域交流の場です。
現在、つくば市には91のサロンが活動しています（令和4年1月15日現在）。

サロンの効果
●楽しみ・生きがいづくり
●社会参加

●ストレス解消

●閉じこもり防止

など

筑波圏域
14サロン

▲蓮沼日曜会

▲平沢明朗会

大穂圏域
8サロン

豊里圏域
4サロン

▲豊里の杜ふれあいサロン

谷田部西圏域
13サロン

社協から
サロンへの支援内容

●活動費助成金：
年間上限 24,000円
●ふれあいサロン専用保険の案内
●社協機材の貸し出し
●情報提供や研修の開催 など

▲ふれあいサロンさくら

谷田部東圏域
21サロン

茎崎圏域

▲高須賀集いの広場

つくば市社協では
ふれあいサロンを
応援しています。

桜圏域

15サロン

16サロン

▲東小学校区ふれあいサロン

▲森の里ふれあいサロン

※詳しくは各圏域の生活支援コーディネーター（P.4）まで、お気軽にご相談ください。
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桜圏域活動テーマ

支えあう地域愛 つくり出すみんなの笑顔 ～私たちのまち桜～
桜圏域だより
第2回桜圏域第2層協議体「地域支えあい会議」を開催しました

12月16日に、桜総合体育館の会議室で行いました。午前は竹園西・竹園東・並木・桜南の4小学校区、午後は

栗原・栄・九重・吾妻の4小学校区の
方にご参加いただき、これからの地域
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支えあい会議の進め方について意見交
「話し合いは少人数で進めた方がい
い」という意見が多く、今後は小学校
区などの小地域での話し合いの回数を
増やし、地域支えあい会議は情報共有
をメインに行っていくことになりました。

▲竹園西・竹園東・並木・桜南小学校区

▲栗原・栄・九重・吾妻小学校区

月号 No.110

換をしました。

誰もが気軽に集まれる場所を紹介します
カフェロマン

開催日時：毎月第2・4木曜日 10:00 ～ 11:30

開催日時：毎月第1火曜日 14:00 ～ 16:00

対象：並木周辺の方

対象：つくば市全域

場所：並木交流センター

場所：吾妻交流センター他

皆で身体を動かし

認 知 症の当 事 者や家

たり歌ったりと、和

族が参加し、認知症を正

気あいあいと活動し

しく理解していただくた

ています♪ とても和

めに情報発信をしたり、

やかな雰囲気のサロ

オンラインを使って情報

ンです。

交換等をしています。

令和3年度を振り返って…

をしている地域の事例発表会」を行うことも決まりました。

桜圏域第2層協議体ができて2年。生活支援体制整備

地域支えあい会議の進め方も決まりましたので、令和4

事業について、少しずつ住民の方にもご理解いただくこ

年度は、地域の課題と感じるところについての意見交換

とができたと感じています。

や、生活支援体制整備事業の目指すところである「通い

第3層にあたる地域見守りネットワーク会議では、地域

の場の創出」や「見守り・声かけができる地域づくり」、

で活動しているふれあい相談員や区長、民生委員、地

域活動関係者の方などが参加し、小学校区ごとに活動

「生活支援活動」などが地域に広がるよう、具体的な話

報告や情報交換をしています。その話し合いの中から、

「栗原・栄小学校区合同で桜川の洪水に備えた防災勉強

会」や「竹園東・竹園西小学校区合同で助けあい活動

し合いをしていきたいと思います。

地域のために活動を始めたい、こんな活動があったら

いいのに・・・といったご相談があれば、お気軽にご連
絡ください。

コーディネーターとして初めて桜圏域を担当することになり、まだまだ分からないことが多い
私のことを、地域の皆さんはいつも笑顔で迎えてくださいました。アドバイスをしていただいた
り、会うと声をかけてくださる方もいたり、とてもうれしいです。そして、もっと頑張らないと
いけないなぁという気持ちになりました。地域の皆さんの温かさに支えられた1年でした。
これからも皆さんとたくさんお話していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします！

桜圏域担当生活支援コーディネーター 小川
4

〒300-2633 つくば市遠東639（老人福祉センターとよさと内）
TEL:029-847-0231 / FAX:029-847-0233
Mail:tiki@tsukuba-swc.or.jp

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

コーディネーターのつぶやき

＜3・4 ページ担当者＞

■発行＝社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

ミニかろやかクラブ

