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　 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会
　 　鹿嶋市平井１３５０－４５　
　 　TEL　０２９９－８２－２６２１
　 　FAX　０２９９－８３－０２４２
　 　ＵＲＬ　http://www.sopia.or.jp/k-shakyo/
　 　E-mail　k-shakyo@sopia.or.jp

【社協HP】

森林資源保護のために再生紙を使用しています。

　おおむね３歳までの乳幼児とその保護者が気軽に集まり交流できる場所です。絵本やおもちゃの貸出のほか、
季節のイベントや研修会も随時開催しています。子育てに関する相談や情報提供も行っていますので、ぜひご
利用ください。
開設日：月～金曜（祝日を除く）９～ 12 時、13 ～ 15 時（金曜日の午前中は 3・4 歳児限定）
場　所：鹿嶋市平井 1350-45　市総合福祉センター内　TEL・FAX ８２－６６３８

つどいの広場「おもちゃの城」

2021年4月 「おへやのようす」2021年4月 「おへやのようす」 2019年6月 イベント「ハワイアンリトミック」2019年6月 イベント「ハワイアンリトミック」

2017年11月 3歳児クラス「おみせやさんごっこ」2017年11月 3歳児クラス「おみせやさんごっこ」2020年9月 「入園にむけての説明会」2020年9月 「入園にむけての説明会」

2018年9月 イベント「親子でダンス」2018年9月 イベント「親子でダンス」
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令和２年度 会員会費報告
　令和２年度においても、ご協力いただいた会員会費は、地域福祉活動を推進するための貴重な財源として各種事業
に活用させていただきました。行政委員さんや班長さんをはじめ、多くの市民の皆さんのご協力ありがとうございま
した。

合計金額　　　４５５万９５００円　　　　　　　　　　　　　　　
　一般会員　　３５２万９５００円　（１口　　　　５００円以上）
　特別会員　　　２２万００００円　（１口　　　２０００円以上）
　賛助会員　　　８１万００００円　（１口　１万００００円以上）

アカシアの会
㈲友愛学院
上西　正夫
岡本　建世
生井澤　洋
髙野　勝明
大生川　光男
出沼　智惠子
黒澤　隆
内野　良雄
矢幡　早苗
大川　知美
石津　勝平
小松﨑　雅美
野口　和雄
下田　淑惠
海老沢　壽雄

白井　義夫
大野　稔
向井　須美惠
猪岡　まき子
平山　英夫
平川　義三
根本　三知子
小田　一郎
田塚　佐久
飯塚　吉章
堺田　千代子
梅本　長司郎
峯島　和子
落合　由美子
村野　美典
平山　くに子
小髙　敏雄

小古井　芳一
白野　伸子
小松﨑　朱美
小堀　恵美子
平井　敬子
糟谷　純子
小亀　惠子
松岡　重喜
大里　ミヨ子
坂本　孝二
大川　賢滋
生井沢　寿江
亀山　安久
鈴木　和子
服部　和彦
野口　眞理子
岡田　實

栗林　恒一
髙力　滿
小神野　祐一
内野　泰一郎
粟屋　東雄
小澤　宏子
大久保　等
荒原　稔
飯塚　秀雄
山口　みゆき
溝渕　榮
小野　健夫
細田　正雄
大川　博滿
髙安　広子
橋本　せつい
田口　俊秀

出頭　弘子
小沼　和枝
久保　和子
大崎　春三
長岡　眞澄
小林　久子
内田　まつ江
内田　和雄
西塚　冨美子
永山　賢二
髙田　耕一郎
根本　千恵子
日向寺　治
津田　幸一
石神　新作
秋葉　美知子
谷　勝秋

山口　富貴子
戸村　透
大槻　俊雄
出津　みよ子
谷田川　孝志
久保田　榮治
國井　正人
森下　松壽
糸川　康子
大森　久美
生井澤　宏
大森　貫次
上原　清
角田　禮子
石黒　圭吾
匿名　５名

５口
日本製鉄㈱鹿島製鉄所
鹿泉会

３口
⎝医善仁会　小山記念病院
㈱アサヒビジネス
㈱ミドリヤ

２口
㈱高正建設
㈱エヌエスサービス
㈲きのうちエージェンシー
⎝税タックス・イバラキ
㈱根本工務店
青葉会Ａ

１口
(一社）みらい
筑波銀行鹿嶋支店
㈲石津鉄筋工業
㈱石崎印刷
東洋計測㈱
特別養護老人ホーム
　大野の郷
鹿嶋市青少年育成市民会議
中台育心園
幸友住宅㈱
㈱村上工務店
鹿島興業㈱
㈱浅川組
小松崎機械㈱
ソピアフォンス㈱
三光建設㈱
青塚電気工事㈱
㈱郡司建設

㈱オカミ
石津産業㈱
㈱鹿島テクノス
鹿島栄興防災㈱
鹿島合同自動車㈱
中央労働金庫鹿嶋支店
㈱アイオート
平井自動車㈱
㈲ニュースステーション
　潮来読売センター鹿嶋北部
根本石油店
特別養護老人ホーム松寿園
大地建設㈱
中山設備工業㈱
潮騒ジョブ
　トレーニングセンター
㈲鹿島コンタクトレンズ
㈲鈴木産業サービス
㈱カシマ金物センター

小沼建設㈱
㈲鹿島水郷タクシー
㈱ムロタニ
㈱柴橋商会東関東支店
㈱チェリオ
⎝福鹿島更生園
笹本石材㈱
志筑電気㈱
鹿嶋訪問看護ステーション
加藤建設㈱
特別養護老人ホーム
　サントピア鹿島
鹿島神宮社務所
喜友名　光子
生井　和雄
橋本　重彦
匿名　１名

賛
助
会
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

特
別
会
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　今年度の会員会費についても、各地区の行政委員さんや班長さんを通じて戸別訪問などでお願いを予定しています。
また、区に加入されていない人については、市社会福祉協議会窓口、または各地区公民館で地域福祉推進委員が受付
を随時行っています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
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令和２年 10月１日～令和３年３月 31日
（順不同・敬称略）

【事務局】

鹿嶋市更生保護女性会 5000 円
手作り＆雑貨　空結 1万 0433 円
鹿嶋市役所ソフトボール部 2288 円
匿名　５名 6 万7920 円

【松の木学園】

（学）塩入学園　認定こども園こじか 1万 0000 円
イオン鹿嶋店イエローレシート 2万 0300 円

（ギフトカード・R2.4）

✿✿寄付金ありがとうございました。寄付金ありがとうございました。

令和２年４月１日～令和３年３月31日
（順不同・敬称略）

【事務局】
使用済み切手　鹿嶋市役所（総合窓口課、生活福祉課）

鹿嶋市保健センター、波野公民館、特別養護老人
ホーム 松寿園、郵便局（鹿嶋、大野、中野、荒井）、
鹿島中央コンクリート㈱、㈱村上工務店、大川運
輸㈱、鹿島合同自動車㈱、関東電気保安協会、㈱
高野臨海商事、㈲きのうちエージェンシー、笹本
石材㈱、おべ工業㈱、信栄工業㈱、( 一社 ) 鹿行法
人会、ワコールショップオカモト、かしま環境ネッ
トワーク、鹿嶋柔道スポーツ少年団、ジュテーム、
鹿島特別支援学校ＰＴＡ鹿嶋支部、片桐 成子、中
津 智宏、喜友名 光子、竹川 君子、関口 博子

プルタブ　公民館（波野、豊津、鉢形、はまなす）、
波野地区社会福祉協議会、特別養護老人ホーム 松
寿園、鹿島中央コンクリート㈱、山辺商事、ワコー
ルショップオカモト、塙地区、鹿島特別支援学校
ＰＴＡ鹿嶋支部、大川 幸一、大坊 弘子、長留 留
美子、橋本 ちよ子、梅本 長司郎、兼平 公二、籠
谷 明夫、北田 博文、勝田 和美、成田 真弓、矢幡 
紗也加、大坂 弘之、喜友名 光子、後藤 すみ子、
松田 美和

マスク　㈲兼商自動車販売、㈱高正建設、ショッピ
ングセンター サンポート、かざりや工房ねこ福、

（一財）MIJW 水戸発夢を叶えるプロジェクト、末
政 孝一、鈴木 栄子、星空 みゆき、小豆畑 ヨタカ、
山口 みゆき、結城 惠美子、マスク BOX（鹿嶋市
役所、大野ふれあいセンター、市総合福祉センター）

書き損じハガキ　鹿島特別支援学校ＰＴＡ鹿嶋支部
使用済みテレホンカード　柏葉 孝司
カレンダー　おべ工業㈱、㈱斉丸不動産
石けん　内田 栄一
洗剤　幅 信二
タオル　特別養護老人ホーム　松寿園
石油ストーブ　結城 惠美子
車椅子 5 台　㈱栗原新聞店
災害時用ベスト　水戸ヤクルト販売㈱鹿嶋センター

ハガキ、未使用切手、使用済み切手、タオル、ハンカチ、
石鹸、歯ブラシ等
　茨城県退職公務員連盟鹿島支部
チャイルドシート、ジュニアシート
　宮澤 喜次、橋本 せつい
お米　鹿島神宮、山崎 稔、匿名　１名

【ウェルポート鹿嶋の郷】
シルバーカー 1 台
　（医）雄仁会　鹿島灘ヴィルソレイユ
おむつ、衣類　和田 妙子
尿取りパッド　匿名

【松の木学園】
不織布マスク 200 枚、手指消毒剤２本
　きのうちエージェンシー
クリスマスお菓子セット 40 個　イオン鹿嶋店 　
アルコール除菌剤 10 本
　鹿嶋地区安全運転管理者協議会

　このほか、フードバンクでたくさんの食料品
（米 278.1Kg、食品 214Kg）を提供いただきました。
提供いただいた食品は生活に困っている方の支援に
使用しました。ご協力ありがとうございました。
　きずなＢＯＸは市総合福祉センターと市役所第２
庁舎玄関に設置しています。今年度もご協力をよろ
しくお願いいたします。
【場所】　市総合福祉センター
　　　　　　平日８：30 ～ 17：30
　　　　市役所第２庁舎玄関
　　　　　　平日８：30 ～ 17：15

✿✿物品預託  皆さんの善意ありがとうございました。物品預託  皆さんの善意ありがとうございました。
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鹿嶋市社会福祉協議会は、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、地域福祉推進部門、在宅
福祉サービス部門、施設経営部門がそれぞれの業務を分担し、事業を推進しています。

令和２年度 収支決算 令和３年度 収支予算
収入合計 5 億 1374 万 3176 円

会費 455 万 9500 円
寄付金 178 万 8312 円
経常経費補助金 2009 万 3033 円
受託金 8826 万 5010 円
事業 104 万 7852 円
負担金 22 万 0500 円
介護保険事業 3 億 0426 万 7421 円
障害福祉サービス等事業 9115 万 1570 円
経常経費寄付金 1 万 0000 円
受取利息配分金 6434 円
その他 233 万 3544 円

支出合計 5 億 1747 万 2802 円
人件費 2 億 9680 万 3993 円
事業費 1 億 4590 万 0049 円
事務費 6654 万 4481 円
受託事業 223 万 2500 円
利用者負担軽減額 224 万 0133 円
共同募金配当金事業費 147 万 6398 円
負担金 24 万 1000 円
その他 203 万 4248 円

収入合計 5 億 4404 万 4000 円
会費 496 万 0000 円
寄付金 220 万 1000 円
経常経費補助金 2076 万 5000 円
受託金 8183 万 9000 円
事業 148 万 7000 円
負担金 56 万 3000 円
介護保険事業 3 億 1762 万 6000 円
障害福祉サービス等事業 9006 万 1000 円
経常経費寄付金 2 万 1000 円
受取利息配分金 13 万 8000 円
その他 2438 万 3000 円

支出合計 5 億 4404 万 4000 円
人件費 3 億 0389 万 7000 円
事業費 1 億 6854 万 1000 円
事務費 6461 万 0000 円
受託事業 140 万 1000 円
利用者負担軽減額 264 万 0000 円
共同募金配当金事業費 119 万 8000 円
負担金 27 万 9000 円
その他 147 万 8000 円

３・６・９・12 月の各月１日発行
※１回の掲載も可能です。新聞折り込みのほか、各公

民館、金融機関等へ配布しています（約 19,000 部）。
　　半枠　縦 45mm ×横 85mm
　　　　　10,000 円（税込）１回あたり
　　全枠　縦 45mm ×横 170mm
　　　　　15,000 円（税込）１回あたり
※詳しい内容は、市社会福祉協議会事務局までお問い

合わせください。TEL ８２－２６２１

社協だよりで貴社や商品、サービスをPRしませんか？広告募集!!

半枠　縦45mm×横85mm半枠　縦45mm×横85mm

広告

鹿嶋市社会福祉協議会では２つの相談事業を実施しています。

【予約先】　TEL 0299（82）2621
　　　　　FAX 0299（83）0242
【会　場】　市総合福祉センター

福祉心配ごと相談
　ご家族の心配ごとやご近所トラブルなど日常生活でおきている
悩みごとなどに対して相談員がお答えします。お気軽にご相談く
ださい。予約も可能です。

無料福祉法律相談（要予約）
　弁護士による無料の法律相談です。
相談時間は１人あたり25分程度です。

開催日 時間 予約開始日
７月 ７日（水） 14：00 ～17：00 ６月23日（水）８：30 ～
９月15日（水） 14：00 ～17：00 ９月 １日（水）８：30 ～

開催日 時間
６月16日（水） 13：30 ～15：30
８月18日（水） 13：30 ～15：30

■■■  相 談 事 業  ■■■
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ボボランティアランティアセセンターンター情報情報
～子どもが好きな方大歓迎!!! ～　福祉体験学習ボランティアを募集します

　鹿嶋市ボランティアセンターでは、児童生徒の福祉体験
学習の協力をしています。各学校で行う福祉体験学習は、
ボランティアの方々の協力が不可欠となっています。ボラ
ンティア活動をしてみたい方、サポートを通じて福祉につ
いて学んでみたい方など、興味のある方はぜひお問い合わ
せください。地域の力となってくださる方を大募集中です。

【内容】　市内の小中学校での福祉体験
　　　　（高齢者疑似体験・車椅子体験・アイ

マスク体験など）のサポート
※児童・生徒が安全に体験できるよ

う活動を見守っていただきます。
事前に打合せを行いますので、初
めての方でもご安心ください。

問
合
せ

申
込
み

鹿嶋市ボランティアセンター（市社会福祉協議会事務局内）
TEL ８２－２６２１
FAX ８３－０２４２
Eメール k-shakyo@sopia.or.jp

ボラセン
公式LINE

子育て講座【第１部】子育て講座【第１部】

【とき・内容】
　１回目　７月 14 日（水）
　　　　　９：30 ～ 12：30（受付９：00 ～）
　　　　　「子どもの栄養と食生活」
　　　　　～発育に必要な栄養指導～
　　　　　講師　市保健センター　管理栄養士
　２回目　７月 29 日（木）
　　　　　９：30 ～ 12：30（受付９：00 ～）
　　　　　「保育の心・子どもの世話」
　　　　　～子育て支援の心構えと関わり方・
　　　　　　子どもに必要なケアと環境づくり～
　　　　　講師　地域子育て支援センター　保育士

　市ファミリー・サポート・センターでは、年間を通じて、お子さんの成長に合わせた遊び方
や食事のとり方、病気への対応方法など、子育てに役立つ講座（全 24 時間）を開催します。
　会員はもちろん、子育て中の方や子育てに関心のある方であればどなたでも参加できます。
　興味のある講座のみの参加も大歓迎です。皆さんの参加をお待ちしています！
　※全24時間の講座を受講した方には、修了証を発行します。　※講座は延期・中止する場合があります。

☆募集人数を超えた場合は抽選となります。
☆新型コロナの感染状況によっては、急遽中止になる場
合があります。
☆詳しい年齢などは、直接お問い合わせください。
☆留守番電話での受付はできません。お手数ですがおか
け直しください。

【受付時間】　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00
　　　　　　（土・日・祝日休館）
【問 合 せ】　つどいの広場「おもちゃの城」
　　　　　　TEL ８２－６６３８

とき
７月７日（水） ８月２日（月） ９月21日（火）

10：00 ～ 11：20（予定）
ところ 市総合福祉センター「娯楽室」

内容 たなばたの
つどい 縁　日 入園にむけて

の説明会

対象者
H31年４月～
R ３年３月生
まれの親子

０～４歳の
親子

H30年４月～
H31年３月生
まれの親子

募集
期間

６月７日（月）
～ 11日（金）

７月５日（月）
～９日（金）

８月20日（金）
～ 27日（金）

定員 １０組程度 １５組程度 １５組程度

イベント参加者募集
つどいの広場「おもちゃの城」

【ところ】　市総合福祉センター 集会室
【参加費】　無料
【定　員】　各２０名　（託児先着５名）
【申込み】　６月 30 日（水）までに、電話またはファッ

クス・Ｅメールのいずれか（希望日・住所・
氏名・連絡先・託児の有無と人数を記入）
でお申込みください。

【問合せ】　市ファミリー・サポート・センター
　　　　　TEL・FAX ８３－４８１１　
　　　　　Ｅメール　k-shakyo@sopia.or.jp

参加者募集!!

・波野小　アイマスク・車イス
・豊郷小　アイマスク
・豊津小　車イス

令和２年度　福祉体験学習実績
・平井小　車イス・高齢者擬似
・三笠小　車イス
・鉢形小　アイマスク・車イス・高齢者擬似

・大同東小　アイマスク・車イス・高齢者擬似
・中野東小　アイマスク
・中野西小　アイマスク・車イス



次回の社協だより「えがお」は 9月１日発行予定です。
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ササ ロロ ンン 案案 内内 板板
広報委員が取材に

行ってきました♪

つ ぶ や き
春から夏へ。
この時期は天気も心もじめじ
め。
でもこの季節を乗り越えて実
る果実もある。
晴れだけでも雨だけでもだめ
なんだよね。
私たちもつまづかないより
ちょっとでもつまづいた方が
人に優しくなれるのかな。
全ての出来事に感謝しながら
今日も笑顔で歩んでいきたい。

　　　　　　KIBOU

　定刻になるとほとんどの人が歩いて集います。この日は風も
強かったので室内でボッチャを行いました。全員で、回を重ね
るごとに上手になると意欲をもって張り切ってプレーしました。
　あとはなごやかに
近況報告です。「普
段、出かけることも
ないので情報を聞く
のが嬉しいんです
よ。」「多少足腰が痛
くても楽しいので毎
回参加しています。」
など皆さん開催を心
待ちにしています。

　子ども達の居場所づくりとして始まったサロンですが、家族
連れやシルバー世代へと輪が広がり、今では地域の交流の場と
なっています。最近はコロナ禍のため、お弁当のテイクアウト
を行っています。この日は天丼弁当（大人 100 円、こども無料）
でした。用意された 70 食はあっという間に完売！お弁当を手
ににっこりする皆さんの笑顔が素敵でした。

サロンあい愛 田野辺
（豊郷地区）

№22

№23 わいわい食堂
（三笠地区）

【と　　き】　毎月第１・３日曜日
　　　　　　９：00 ～ 12：00
【と こ ろ】　田野辺集会所
【参加人数】　平均１６名
【参 加 費】　内容によって徴収
【実施内容】　☆輪投げ
　　　　　　☆ボッチャ

【と　　き】　毎月第３土曜日
　　　　　　12：00 ～ 15：00
【と こ ろ】　三笠公民館
【参加人数】　平均３０～５０名
【参 加 費】　大人 200 円、
　　　　　　高校生以下 100 円
【実施内容】　☆食事
　　　　　　☆遊び・工作・
　　　　　　　イベント

※サロンの実施につきましては助成事業を行っています。　【問合せ】市社会福祉協議会事務局　TEL ８２－２６２１

　自宅から歩いて行ける場所で、みんなが気軽に集える居場所づくりを"サ
ロン活動"といいます。サロンは、生きがいづくりの場、健康づくりの場、お
なじ地域で暮らす人たちのふれあいの場として全国で開催されています。
　お茶を飲みながらのおしゃべりや簡単な体操、情報交換など活動内容
はさまざまです。
　理想のサロンをご自身で運営してみませんか。サロン活動に興味のあ
る方はお気軽にご相談ください。

——————————— 助成金制度のご案内 ———————————
○助成金額　１年目３万円、２・３年目各２万円、4 年目以降 1 万円
※詳しい内容は、市社会福祉協議会事務局までお問い合わせください。

サロン活動を応援します !!サロン活動を応援します !!
～身近な場所で　楽しく仲間づくり～～身近な場所で　楽しく仲間づくり～


