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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
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　 　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。

　市社会福祉協議会では、福祉体験学習（福祉講話・高齢者疑似・車イス・アイマスク・手話・点字）をボランティ
アさんにご協力をいただき実施しています。１学期は市内の小中学校９校で 18 授業行いました。
　体験終了後には、「こんなに大変だとは思わなかった」という声だけでなく、どのようなことに困っているのか、
どのようにサポートすればよいのかなど、たくさんの積極的な質問を受けます。福祉に対する理解や、お互い
を思いやる気持ちが深まり、みんなで支え合う福祉のまちづくりにつながっています。
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「体験したからこそ気付ける」福祉体験学習
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広告

　令和３年７月１日より、市総合福祉センターに寄付
つき赤い羽根自動販売機を設置しました！寄付つき赤
い羽根自動販売機は、飲み物を購入すると、その売り
上げの一部が赤い羽根共同募金に寄付される自動販売
機です。自動販売機を設置する人、飲料メーカー、購
入者の誰もが寄付者となる新しい寄付のかたちです。

▲令和元年イオン鹿嶋店・チェリオ街頭募金の様子

　赤い羽根共同募金は、私たちのまちの子どもたち、障がい者、高齢者を
支援するさまざまな福祉施設などのための、地域福祉活動資金として役立
てられています。

◆ 皆様のご協力をお願いします ◆
【実施期間】　10 月１日～ 12 月 31 日
【募金方法】　①行政区・自治会を通じて　②募金箱（協力店舗・企業・施設）

【問 合 せ】　市社会福祉協議会事務局　TEL ８２－２６２１

赤い羽根共同募金運動が実施されます !!

★募金箱を設置協力して頂ける事業者を募集しています！

いつでも、だれでも、気軽に寄付できる
新しい仕組み！

☆自動販売機で気軽にできる “社会貢献活動 ”始めませんか？
　自動販売機の設置協力をして頂ける事業者を募集しています！

　「みんなのひろば」は、毎年、鹿嶋まつりと同
時開催している福祉まつりです。この事業は、す
べての人が社会の中でふれあい、助けあいながら
生活していける社会づくりを目指しています。
　今年度については、大変残念ですが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点などから中止とな
りました。
【問合せ】　市社会福祉協議会事務局
 　　　　　TEL ８２－２６２１

みんなのひろば2021みんなのひろば2021みんなのひろば2021
【と　き】　火～木曜日のいずれかの日の
　　　　　９：00 ～15：00（祝日を除く）
【ところ】　老人福祉センター　陶芸室（鹿嶋市平井1350-45）
【対　象】　60歳以上の人若干名（応募者多数の場合は抽選）
【費　用】　月額５００円（材料費は別途個人負担）
【申込み】　ハガキまたは FAX で「陶芸クラブ申込み」と

題し、住所・氏名・年齢・電話番号・希望
の曜日を記入し下記へお申込みください。

【締切り】　９月17日（金）必着
【問合せ】　鹿嶋市老人福祉センター　陶芸クラブ
　　　　　〒314-0012　鹿嶋市平井1350-45
　　　　　TEL ８２－２６２１　FAX ８３－０２４２

■ 老人福祉センター 陶芸クラブ会員募集 ■

中止のお知らせ中止のお知らせ

広告

3・6・9・12月の各月1日発行（約19,000部）

広告募集 !!

社協だよりで貴社や商品、
　　　　　サービスをPRしませんか。

詳しい内容は、ホームページまたは市社会福祉協議会
までお問い合わせください。　TEL ８２－２６２１

【問合せ】　市社会福祉協議会事務局　TEL ８２－２６２１
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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
ボランティア活動保険のご案内

ボランティアを始めてみよう！講座

『赤ちゃんが学校にやってくる』を実施しました

点字体験教室

ボランティア行事保険のご案内

　ボランティア活動のための往復途上の事故や活動
中の事故により自身が負傷した場合だけでなく、負
傷させてしまったり物を壊してしまったりした場合
や、食中毒や新型コロナウイルスを含む特定感染症、
熱中症になった場合も補償の対象となります。
　保険料は県社協・市社協の助成により、基本プラ
ンは自己負担 150 円で加入できます。補償期間は
加入手続き翌日から令和４年３月 31 日までになり
ます。安心して活動できるよう、ぜひ加入をおすす
めします。

【と　き】　９月 22 日（水）
　　　　　13：30 ～ 16：00（受付 13：00 から）
【内　容】　寄付布を使用したエコバッグ作り
【ところ】　市総合福祉センター
【定　員】　１５名（先着）
【申込み】　電話または FAX、Ｅメールで（「ボランティ

アを始めてみよう講座申込み」と題し、氏
名・住所・連絡先を記入）お申込みください。

　NPO 法人わくわくネット 65 と共催で、鹿島高校２年生、鹿島高校附
属中学校２年生を対象に、出前授業を実施しました。この授業は、赤ちゃ
んと子育て中の保護者が学校へ伺い、子育てについて嬉しいことや楽し
いこと、大変なことだけでなく、妊娠中や出産後の働き方などについて
生の声を届けることで、将来の生活の在り方を具体的にイメージしても
らうことを目的としています。生徒からは、「かわいい」という声だけで
なく、「将来にいかしていきたい」との感想も聞かれました。

【と　き】　９月 15 日（水）
　　　　　10：00 ～ 12：00（受付 9：30 から）
【内　容】　楽しく点字名刺を作ろう！
【ところ】　市まちづくり市民センター 301
【定　員】　１０名（先着）
【申込み】　電話または FAX、Ｅメールで（「点字体験

教室申込み」と題し、氏名・住所・連絡
先を記入）お申込みください。

　ボランティア活動の一環として行う各種行事の事
故に備えた保険です。行事の主催者を含む全員のケ
ガや主催者の損害賠償責任が補償されます。参加者
が特定できない行事に対応するプランもあります。
行事開催前日までに加入手続きをお願いします。
　対象外の行事も
ありますので、事
前にお問い合わせ
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

参加者
募集!!

参加者
募集!!

　市総合福祉センターにおいて７月19日（月）～21日（水）、新型コロナ
ウイルスの影響により減収した子育て世帯100人に、食料品と生理用品の
無料配布を行いました。
　２回目となる今回は、鹿島ライオンズクラブ様にご協賛をいただき購入し
た物品や、市民の方からご寄付をいただいた生理用品・お米も配付しました。
　みなさま、ご協力ありがとうございました。

□■ 住民生活応援事業を行いました □■

活動報告

※各種イベントについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止する可能性があります。
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☆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 11月15日（月） 12月６日（月）

ところ 市総合福祉センター「娯楽室」

内容
フラワー

アレンジメント クリスマス会

対象者
R2年４月～ R3年３月

生まれの子と親 ０～４歳の子と親

募集
期間

10月11日（月）
～ 15日（金）

11月１日（月）
～５日（金）

定員 １０組程度 ２０組程度

イベント参加者募集
つどいの広場「おもちゃの城」

【対象者】　昭和46年４月１日から
　　　　　昭和47年３月31日までに
　　　　　結婚したご夫婦
【申込み】　10月22日（金）までに夫婦の氏名（フリガ

ナ）・年齢・住所・電話番号・結婚年月日
を記入の上、ハガキまたはFAX、Eメール
でお申込みください。

　　　　　鹿嶋市社会福祉協議会
　　　　　〒314-0012　鹿嶋市平井1350-45
　　　　　TEL ８２－２６２１
　　　　　FAX ８３－０２４２
　　　　　Eメール k-shakyo@sopia.or.jp
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典及

び会食会は行いません。
※祝詞等の発送は１１月下旬頃を予定しています。

結婚50年を迎えられるご夫婦に

祝詞及び記念品を贈呈します。

【と　き】　いずれも 10：00 ～ 11：30
【ところ】　市総合福祉センター
【対　象】　市内在住の障がいのある人
【定　員】　１５名（先着）
【参加費】　各１５０円
【申込み】　電話または E メールで（「アシストタイ

ム参加申込み」と題し、氏名・住所・年齢・
電話番号を記入）お申込みください。

【問合せ】　市社会福祉協議会事務局
　　　　　TEL ８２－２６２１
　　　　　E メール　k-shakyo@sopia.or.jp

★★ 参加者募集  参加者募集 ★★

アシストタイム事業アシストタイム事業

日　程 内　容 申込開始日

11月27日（土） クリスマスリース
づくり 10月28日（木）

12月11日（土） お楽しみ工作 11月12日（金）

障がい者の余暇活動を支援します。

金婚のご夫婦を
　お祝いします
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　ボランティアに興味があるけれど、何から始めていいか分からない…そんな時は、身近なことからチャレン
ジしてみましょう！

～使用済み切手・書き損じハガキ・プルタブを集めています～
　使用済み切手や書き損じハガキ、プルタブは換金されることにより、困っている方の役に立つこ
とを知っていましたか？
　自宅や学校、職場などで廃棄する前に、「ちょこっとボランティア」をしてみませんか。

　【使用済み切手】
　切り取り方
　　①　切手の周囲５㎜から１０㎜程度の余白を残し、台紙ごと切り取る。
　　②　消印のある場合には、消印を残して切り取る。
　※受付できないもの
　　○　切手が折れたり、汚れたり、破れているもの
　　○　まわりのギザギザが欠けているもの
　　○　レターパックライト、レターパックプラス、メータースタンプなど、切手でないもの
　【書き損じハガキ】　輪ゴムで束ねてお持ちください。古くなってしまった未使用のハガキでも受付可能です。
　【プルタブ】　袋や箱などにまとめてお持ちください。
　【受付・問合せ】　市社会福祉協議会事務局　TEL ８２－２６２１

　市社会福祉協議会では、ＮＰＯ法人フードバンク茨城と連携し、一時的に食料が不足した方へ、寄付された
食料品を無償で提供するフードバンク事業を行っています。食料品を寄付することのできる「きずなＢＯＸ」
を市総合福祉センター玄関及び市役所第２庁舎玄関、大野ふれあいセンター玄関（８月１日に追加）に設置し
ています。もらったけれど食べないものや、買いすぎて余ったものなど、捨ててしまうのは「もったいない」を、
困っている方の「ありがとう」に変えてみませんか。
【集められる食料品】
・常温保存のできるもの（缶詰やレトルト食品、インスタント麺等）
・未開封のもの
・消費（又は賞味）期限が２ヶ月以上あるもの
・お米は、カビや虫の発生していないことを確認してください
※きずなＢＯＸに入りきらない場合やお米を１俵以上寄付いただける

場合は、下記へご連絡ください。
【受付・問合せ】　市社会福祉協議会事務局　TEL ８２－２６２１

コロナ禍でもできる身近なボランティア!!コロナ禍でもできる身近なボランティア!!

令和２年度は、
お米278.1㎏、食料品214㎏
の寄付をいただきました。

たくさんのご協力
ありがとうござい
ました。

～家庭で余っている食品を集めています～～家庭で余っている食品を集めています～
「もったいない」を

「ありがとう」へ



次回の社協だより「えがお」は 12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
　様々な「脳トレ」が毎日のよ
うに発信されています。
　出会いと対話に満ちた生活は
右脳と左脳を刺激し、認知症予
防にもなるそうです。
　遠方の友と会える日も間近。
楽しいお喋りで、いつまでも元
気な脳でありたい。

みぃさん

　ほっこりんでは、老若男女の方に喜ん
でもらえるように色々な催し物を考えて
くれています。
　この日は、ＥＭ石鹸を作りました。ソー
シャルディスタンスを保ちながら、皆さ
ん楽しんでいました。
　「遊び心を持って一緒に楽しむ」をモッ
トーにスケジュールが組
まれているようです。
　皆さん、一度覗いてみ
てはいかかでしょうか。

　この日は、あいにくの雨
で予定していたグラウンド
ゴルフを変更して、サロン
としては初めてのボッチャ
に挑戦しました。ルールを
確認しながら 5 グループに
分かれて、トーナメント方
式で和気あいあいと笑顔と
拍手で盛り上がりました。
　皆さん毎回、集いを楽し
みに元気いっぱいです。

ほっこりん
（中野東地区）

№24

№25 サロンあい愛 沼尾
（豊郷地区）

【と　　き】　毎月１～２回
　　　　　　10：00 ～ 15：00
【と こ ろ】　宮中グリーンホームはまなす

ビル“田舎くらし ふるさと館”
【参加人数】　平均１０名
【参 加 費】　材料費一部自己負担
【実施内容】　☆お料理実演教室（テキスト付）
　　　　　　☆お菓子つくり実演教室（レシピ付）
　　　　　　☆素敵にハンドメイド教室（物つくり）
　　　　　　☆譲り合い・分かち合い Day
　　　　　　　（趣味の園芸系・菜園系）

【と　　き】　①毎週月曜日
　　　　　　②毎月第３日曜日
　　　　　　９：00 ～ 11：00
【と こ ろ】　沼尾公会堂
【参加人数】　①平均１４名　②平均１７名
【参 加 費】　①２００円　　②６００円
【実施内容】　①輪投げ
　　　　　　②グラウンドゴルフ
　　　　　　　※雨天時はボッチャ

※サロンに関する助成事業を行っているほか、市内全域約 40 ヵ所にサロンが設置されています。
　詳しくはホームページまたは市社会福祉協議会事務局までお問い合わせください。 【問合せ】　TEL ８２－２６２１

　気軽に立ち寄れて、誰かとつながっている。みんなが主役になれる居場所
（サロン）をつくりませんか。ご興味のある方は、お気軽にご参加ください♪
【と　き】　10 月 15 日（金）　13：30 ～ 15：30
【ところ】　市総合福祉センター　集会室
【内　容】　「サロンの始め方」
　　　　　講師：茨城県社会福祉協議会
　　　　　　　　福祉のまちづくり推進部　生駒 みどり 氏
【定　員】　１５名（先着）
【申込み】　電話またはFAX、Eメールで（「地域の居場所づくり講座申込み」

と題し、氏名・住所・電話番号を記入）お申込みください。
【問合せ】　市社会福祉協議会事務局　TEL ８２－２６２１　FAX ８３－０２４２
　　　　　E メール　k-shakyo@sopia.or.jp

地域の居場所づくり講座を開催します地域の居場所づくり講座を開催します


