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学校の委員会活動の一環として
「福祉体験教室」
を開催！
秀峰筑波義務教育学校 福祉委員会

福祉活動やボランティア活動のきっかけづくり

でいました。

として、つくば市社会福祉協議会（ボランティア

体験などの様々な機会を通して、普段の暮らし

センター）が開催する「福祉体験教室」。これまで

の課題に自ら気付き、自ら考え、解決に向けて実

小中学校や高校の一部の学年を対象に開催するこ

行する力を育むのが福祉教育です。学校などが取

とが多かった「福祉体験教室」ですが、最近は学

り組む福祉教育に活用していただくため、つくば

校の委員会や部活動などを対象とした開催を積極

市社会福祉協議会では「福祉体験・ボランティア

的に推進しています。

活動メニューリスト」を作成しています。今回の

今回の対象は、秀峰筑波義務教育学校の福祉委

ような委員会に限らず、部活動や課外活動、ＰＴＡ

員会。「身体の不自由な人のことについて考えよ

の企画などにも活用できるものとなっていますの

う！」をテーマに5年生から9年生までの38人が

で、様々な機

参加しました。つくば市にはどのような障害の人

会にぜひご活

が多くいるかなど、まずは障害のある人の状況を

用ください。

理解してもらう話から始まり、最後は片足が不自

（詳細は3ページ）

由になった場合の疑似体験へ。暑さの厳しい時間
帯での実施でしたが、集中力を切らすことなく、
参加した子どもたち全員が真剣に体験に取り組ん

▲障害のある人の状況について（資料抜粋）
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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4年4月16日～令和4年6月30日

（順不同・敬称略）

笑わ会

38,349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

寄付

検索

【問合せ】法人運営室

募集

TEL 029-879-5500

｢なるほど！成年後見制度入門講座」
受講生

認知症やひとり暮らしの高齢者、障害のある方などがそ
の人らしく生活する権利を守る「成年後見制度」。将来の備
えとして、法律面や生活面で支援する身近な仕組みを学び
ませんか。
【日

時】 ①10月12日（水）10:00 ～ 12:00
②10月17日（月）14:00 ～ 16:00
③10月19日（水）14:00 ～ 16:00
④10月20日（木）14:00 ～ 16:00
⑤10月21日（金）10:00 ～ 12:00
【場
所】 ①市民研修センター（北条1477-1）
②市役所 防災会議室（研究学園1-1-1）
③茎崎交流センター 研修室（小茎318）
④市民ホールやたべ 小会議室（谷田部4711）
⑤老人福祉センターとよさと（遠東639）
【対
象】 市内在住・在勤で成年後見制度に関心のある方
【定
員】 各回10名
【受 講 料】 無料
【申込方法】 電話申込または参加申込書をＦＡＸ、メール、ま
たは直接持参
※参加申込書はつくば市社協ホームページに掲載
【申込期限】 10月7日（金）
【申込み・問合せ】
つくば成年後見センター
T E L 029-879-5511
FAX 029-879-5501
MAIL tsukuba.koken@gmail.com

お知らせ 「歳末地域たすけあい募金助成」
の
申請受付が9月から始まります
歳末たすけあい運動の一環として実施する「歳末地域た
すけあい募金助成」。下記助成事業の申請受付が9月から始
まります。
対

象

福祉関係団体等
支援を必要とする世帯

内

容

年末年始の時期に実
施する地域の助けあ
い活動への助成

歳末見舞金の配分

申請受付

9/1
（木）
～
10/3
（月）
～

詳細は、広報つくば9月号 をご覧いただくか、つくば市
社協ホームページ（8月下旬掲載予定）をご覧ください。
【問合せ】地域福祉推進室
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TEL 029-879-5500

Information

募集 「音訳奉仕員養成講座」受講生
【日

時】 令和4年9月1日～令和5年2月16日の
第1・3木曜日10:00 ～ 12:00（全10回）
【場
所】 つくば市役所 会議室（研究学園1-1-1）
【対
象】 市内在住の方
【定
員】 15人（申込多数の場合は抽選）
【受 講 料】 無料
【申込方法】 8月15日（月）必着で受講申込書を
事務局へ郵送または直接持参
※受講申込書はつくば市社協ホームページに掲載
【申込み・問合せ】ボランティアセンター TEL 029-879-5898

募集 「パソコン要約筆記奉仕員養成講座」
受講生
【日

時】 令和4年9月8日～11月24日の木曜日
9:30 ～ 12:30（現場実習1回を含む全11回）
【場
所】 ボランティアセンター 会議室（筑穂1-10-4）
【対
象】 下記要件すべてを満たす方
•市内在住の方
•パソコンの文字入力に慣れている方
•ノートパソコン（Windows）を持参できる方
※持参できない方は応相談
【定
員】 15人（申込多数の場合は抽選）
【受 講 料】 無料（テキスト代3,600円負担あり）
【申込方法】 8月15日（月）必着で受講申込書を
事務局へ郵送または直接持参
※受講申込書はつくば市社協ホームページに掲載
【申込み・問合せ】ボランティアセンター TEL 029-879-5898

募集

令和4年10月1日付け正規職員
（若干名）

現在、令和4年10月1日付けで採用を予定する正規職員（若
干名）を募集しています。
詳細は、ホームページをご覧いただくか、事務
局までお問い合わせください。
【問合せ】法人運営室 TEL 029-879-5500

募集

相談援助業務等を行う臨時職員
（1名）

【雇用期間】 令和4年9月1日から令和5年3月31日まで
※勤務開始日は相談に応じます
【勤務場所】 つくば市社会福祉協議会 本部（筑穂1-10-4）
【業務内容】 成年後見に関する相談援助業務及び成年後見人
等の活動補助
【勤 務 日】 週5日（月～金）8:30 ～ 17:15
【給料・手当】時給999円～1,110円（所有資格により異なる）
各種手当（本会規程に基づき支給）あり
【応募要件】 普通自動車運転免許、パソコン操作ができる方
【申込方法】 市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真（6か
月以内撮影）を貼付の上、資格証明書の写し（社
会福祉士等所有の場合）と併せて
下記申込先へ持参または郵送
【申込み・問合せ】つくば成年後見センター
〒300-3257 つくば市筑穂1-10-4
TEL 029-879-5511 FAX 029-879-5501
◆「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」
、
点訳版は「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。

そもそも
この他に・・・
「音訳」って何だろう？ 「点訳」っていうのもあるんです!

点訳とは、ことばや印刷された漢字仮名まじり文字（墨字）などを、

何らかの障害によって視覚からの情
報を得ることが困 難な方々のために、
文字などを「音声」に換えて提供する活
動です。感情を込めて読む「朗読」とは異
なり、感情移入を避け、聞き取りやすい音
声で、文字や図形などの情報を正確に音
声化して伝えることが大切です。

目の不自由な方が触って読む文字（点字）にすることです。点字は表
音文字で、日本の漢字のように表意文字ではないため、誤読されるこ
となく正しい情報が伝わるよう点訳には様々なルールがあります。
「点訳奉 仕員養成講座」
は広報つくば9月号に掲
載予定となります。

この
「要約筆記」って
いうのは？
▲パソコンを使用した録音データの
編集作業

▲パソコンを使った点訳
▲ 点字器を使った点訳

要約筆記とは、耳の不自由な方への情
報保障手段の１つとして、音声情報をそ
の場ですぐに読んでわかってもらえるよう
にするために、話し言葉を書き言葉にし
て通訳することです。パソコン要約筆
記とは、パソコンを使ってキーボー
ドから入力した文字により通
訳することです。
▲実際のパソコン要約筆記の様子

こんな時は「つくば市社会福祉協議会」に ご相談ください !
親の介護に備えて、お友達同士で「介護保険のこと」や「車いすの使い方」
が知りたいなぁ・・・。
福祉の仕事を目指している仲間で、勉強のために「高齢者疑似体験」をして
みたい！
サッカークラブの子どもたちに「防災のこと」について楽しみながら考える機会
をつくりたい！
学校のみんなに協力を呼び掛ける前に、ボランティア委員会で「赤い羽根共同募金」
のことについて知っておきたい！
地域のお年寄りと子ども達が「スポーツや昔遊びで交流」できたらいいなぁ・・・。
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、おおむね10名以上の人が集まる
場所（学校や地域など）からの依頼に応じ、希望するメニューを依頼場所に出向いて
実施しています。

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。

メニューリストはホームページで
ご覧いただけます！

【問合せ】
ボランティアセンター
TEL 029-879-5898
FAX 029-879-5501
MAIL tvc@tsukuba-swc.or.jp
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▶

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
桜圏域活動テーマ

2022年8月1日発行
【第9号】

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
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栗原小学校区・栄小学校区合同地域見守りネットワーク会議

月号 No.112

桜川の洪水に備えた防災勉強会を開催しました

国土交通省霞ケ浦河川事務所、茨城県土浦土木事務所、つくば市危機管理課の方々にご
協力いただき、桜川の洪水についての防災勉強会を開催しました。
スマートフォンやテレビで桜川の状況を把握する方法を教えていただき、ハザードマップの
確認、マイタイムラインの作成等を行いました。
災害時に地域の皆さんが安全に避難することができるように、今からどんな備えが必要な
のかなどを考えるきっかけになればと思います。

竹園東小学校区・竹園西小学校区合同地域見守りネットワーク会議

茎崎の宝陽台の方々にお越しいただき、宝陽台で行われている住民同士の助け合い活動
についてお話していただきました。
買物や病院への送迎支援、ゴミ出し支援、買い物や病院への送迎、高齢者向けサークル
の実施、空き家を活用した居場所づくり等、自治会で様々な支援活動を行っています。
宝陽台の活動が、桜圏域の地域で行う支えあい活動のヒントになればと思います。

新しい活動が始まりました！！
春風台サロン

日時：毎月第2（火）10:00 ～ 11:30
場所：ＢＢＱ・グリル料理専門店ＢＡＲ－Ｋ
ＩＮ（春風台6-1）

5月にスタートしたばかりのサロンです。住民の皆さまが気軽に集まれる
居場所をつくりたいという民生委員さんの声から始まりました。
春風台には集会所がないため、
「ＢＢＱ・グリル料理専門店ＢＡＲ－Ｋ
ＩＮ」
を
お借りすることになりました。ここのサロンの特徴は、筑波大学生も参加
しているところです。2回目のサロンでは、学生にモルックを教えてもらい一
緒に楽しみました。
サロンに参加してみたい方は下記までご連絡ください。

竹園ぷらっと

▲楽しくおしゃべりをしています ▲モルックを楽しみました

日時：毎月第2（木）14:00 ～ 17:00
場所：竹園交流センター 和室（竹園3-19-2）

竹園交流センターの和室を誰でも気軽に立ち寄れる場所として開放す
る活動が5月から始まりました。立ち上げメンバーは、地域で様々な活動
を行っている竹園とその周辺の住民の皆様です。
子どもたちや子育て中の方、外国人なども気軽に立ち寄れる居場所を
目指して、現在は本格的な活動開始に向けた話し合いを行っています。
▲竹園交流センターの和室で
ぜひお気軽にお立ち寄りください。
開催

▲より良い活動のために意見交
換をしています

子ども達の通っている保育園では、毎年七夕の時期
になると大きな竹とかわいい短冊を用意してくれます。
まだしゃべることができない子どものお願い事はど
んなことなんだろうと考え、3歳くらいまでは親の想い
を含めたお願い事を書いてきました。「おともだちがた
くさんできますように」「しんかんせんにのれますよう

＜4ページ担当者＞

桜圏域担当生活支援コーディネーター 小川

に」「アンパンマンにあえますように」・・・。
今年長男には、「自分でお願い事書いてみたら本当
に叶うかもしれないねー」と言って書かせてみました。
一生懸命書いた長男の短冊には、「おかねもちになり
たい」と書かれていました。5歳にもなると、現実的
になるんだな・・・と思った出来事です（笑）

〒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

4

■発行＝社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

宝陽台の福祉活動報告会

