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【社協HP】

森林資源保護のために再生紙を使用しています。

　晴れた日に穏やかな日差しが差し込む「おもちゃの城」には、毎日 20 人を超える親子が訪れ、子どもたちは
お気に入りのおもちゃで一人遊びをしたり、友達と仲良く遊んだりしています。
　保護者同士で楽しくおしゃべりする姿も見られ、気軽に交流できる機会にもなっています。
　興味のある方はぜひおいでください。※４ページのイベント参加者募集の記事もご覧ください。

【開 所 日】　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　９時～ 12時、13時～ 15時
【場　　所】　市総合福祉センター敷地内
　　　　　　（TEL ８２－６６３８）
【対 象 者】　概ね３歳までの乳幼児とその保護者
　　　　　　（但し、金曜日の午前中は３・４歳児のみ）

【内　　容】　乳幼児とその保護者が集い、遊んだり交
流できる場所です。絵本やおもちゃの貸
出も可能です。

【利用物品】　絵本 535冊、おもちゃ 530点
【登録者数】　721 人（令和３年 10月１日現在）

つどいの広場「おもちゃの城」
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受賞受賞おめでとうございますおめでとうございます

（敬称略・順不同）

茨城県社会福祉協議会会長表彰

兒山　裕	 （鹿島更生園救護寮）
伊藤　宏子	 （月の輪保育園）
海老澤　瑞子	 （月の輪保育園）
河野　有里	 （佐田保育園）
島本　真由美	 （佐田保育園）
内野　麻衣子	 （宮下保育園）
日本けん玉協会かしまけん玉クラブ
安崎サロン

須口　有希代	 （月の輪保育園）
給前　憲一	 （月の輪保育園）
須口　光明	 （月の輪保育園）
橋本　圭子	 （平井認定こども園）
髙田　千恵子	 （大船津保育園）
かしまマジシャンクラブ
マイレ本間フラスクール鹿嶋グループ

茨城県知事表彰

（敬称略・順不同）

第71回 茨城県社会福祉大会 歳末歳末たすけあいたすけあい募金運動募金運動ががはじまりはじまります。ます。

【期　間】　12月１日（水）～ 24日（金）まで
【受付先】　市社会福祉協議会事務局
　　　　　市役所生活福祉課
　　　　　市役所大野出張所
【問合せ】　市社会福祉協議会事務局
　　　　　TEL	８２－２６２１

みなさまのご協力をよろしくお願いします。みなさまのご協力をよろしくお願いします。

　8 月 30 日（月）、セブン - イレブン・ジャパ
ン様から、茨城県社会福祉協議会（県社協）を
通じ、本協議会へ商品の寄贈をいただきました。
　この事業は、社会福祉貢献活動に係る寄贈品
に関する協定（セブンｰイレブン・ジャパン、
茨城県、県社協の三者間の協定）に基づき、社
会福祉貢献活動及び食品ロス削減への対応に役
立てることを目的に実施されています。
　今回の寄贈品は、市内の福祉施設及び事業所、
地域サロン、子ども食堂等へ配布し、有効に活
用させていただきました。ありがとうございま
した。

商品の寄贈を
いただきました
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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
点字を身近なものに　『点字体験教室』を実施

『ボランティアを始めてみよう講座』でエコバック作りを実施

　10月13日（水）まちづくり市民センターにて、点字ボランティ
アグループ「鹿嶋市六点会」のご協力により、点字体験教室を実施
しました。体験教室では、点字の仕組みや打ち方などの説明を受け、
点字名刺の作成も行いました。参加者からは、「点字を身近なもの
に感じられた」「より興味深くなった」などの声が聞かれました。
　「鹿嶋市六点会」は視覚障害がある方のために、鹿嶋市や鹿嶋市
社会福祉協議会の広報紙の点訳活動も行っています。また、市内小中学校での「点字」「アイマスク」の福祉
体験学習にもご協力いただいています。一緒に活動してくださる方を募集していますので、興味のある方は、
鹿嶋市ボランティアセンターまでご連絡ください。

冬休み点字体験教室

　小学校３年生以上で点字に興味のある方なら、どな
たでもご参加いただけます。大人も子どもも楽しく点
字体験してみませんか。親子での参加もできます。
【と　き】　令和３年 12月 26日（日）
　　　　　10：00~12：00
【ところ】　市総合福祉センター　集会室

ボランティア交流会

　ボランティア活動者同士の交流や情報交換の場とし
て、交流会を開催します。お互いの活動内容や課題な
どを共有し、連携できる関係づくりをしてみませんか。
【と　き】　令和４年２月 18日（金）
　　　　　13：30～ 15：30
【ところ】　市総合福祉センター　集会室

　10 月 26 日（火）市総合福祉センターにて、ボランティアの養成として、寄
付布を利用したエコバッグ作りを行いました。
　布を寄付していただいた方と裁縫した方の、「誰かに役立ててもらいたい」と
いう気持ちの込められた手作りエコバッグが完成。参加された方から
は、「自宅でもできるボランティアがあると嬉しい」との声が聞かれ、
今後も自宅で作製していただけることとなりました。ご協力いただい
たエコバッグは、鹿嶋市社会福祉協議会で実施している食料支援事業
等に活用させていただく予定です。
　また、今後の活躍の場として、裁縫ボランティアグループの立ち上
げを検討していく予定となっています。興味のある方は、ボランティ
アセンターまでご連絡ください。

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

「地域の居場所づくり講座」を開催しました　～地域サロン活動～「地域の居場所づくり講座」を開催しました　～地域サロン活動～
　10月 15日（金）市総合福祉センターにて、「地域の居場所づくり講座」
を開催しました。
　地域サロンを立ち上げるにあたっての進め方やコツを学び、参加者か
らは「サロンの意義や効果を知ることができた」「活動している人の話が
直接聞けてよかった」などの感想がありました。
　鹿嶋市社会福祉協議会では、地域サロンの開設に向けた準備や困りご
となどの相談に応じています。お気軽にご相談ください。
※地域サロンとは、地域に住む多世代の人々が気軽に集う場所のことです。

参加
者

募集
!! 参加

者

募集
!!

【マッサージチェアの募集】　老人福祉センターでは、施設利用者向けのマッサージチェアを募集しています。ご家庭で眠っているマッサージチェ
アがありましたらご連絡ください。市社会福祉協議会　TEL ８２－２６２１　※老朽化が激しくなく使用可能なものに限ります。



広告

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

（4）2021 年 12 月１日発行 第118号

とき １月18日（火） ２月３日（木） ３月９日（水）

ところ つどいの広場「おもちゃの城」 市総合福祉センター「娯楽室」

内容 さくらんぼクラス（３・４歳児）
へようこそ 産後ケア お楽しみ会

対象者 H31年４月～ R2年３月
生まれの親子

R3年４月以降生まれで
首が座っている子とその親

H29年４月～H31年３月
生まれの親子

募集期間 12月13日（月）～ 17日（金） １月４日（火）～ 11日（火） ２月４日（金）～ 14日（月）

定員 １０組程度 １０組程度 １５組程度

【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

イベント参加者募集
つどいの広場「おもちゃの城」

○俱楽部　縁側
○関彰商事株式会社
　　代表取締役社長　関　正樹
○セキショウふれあい基金
　　代表　葉　章二
○㈲豊島自動車
○商工人チャリティゴルフ大会
　　実行委員長　清宮　茂信
○矢内　昭夫
○高橋　盛男
○高松中学校昭和40年度卒業生同窓会
○舎利御
○匿名　５名

✿✿		ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました  ✿✿
（2021年４月１日～９月30日まで）　（2021年４月１日～９月30日まで）　敬称略・順不同敬称略・順不同

28,130円

250,000円

250,000円
5,900円

80,000円
5,209円
8,000円
34,909円
27,828円

1,161,260円

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年
度も応募のあった 130 組のご夫婦に祝詞と記念品
を贈呈しました。
　金婚式を迎えられた皆さん、誠におめでとうござ
います。

～ 結婚 50 周年 ～～ 結婚 50 周年 ～
おめでとうございますおめでとうございます

☆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。

この事業は、皆さんからご協力いた
だいた赤い羽根共同募金の助成金
で実施しています。
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　子どもを預かってほしいけど、頼れる人がそばにいない・・・そんな不安を感じたことはありませんか？
　鹿嶋市社会福祉協議会が運営する「鹿嶋市ファミリー・サポート・センター」では、子育ての手助けを受け
たい方（利用会員）と子育てのお手伝いをしたい方（協力会員）との間に入って連絡調整などのサポートを行
います。利用会員からの依頼（お子さんの習い事への送迎や保護者の急な外出時の一時預かりなど）に対して
協力会員を紹介します。

【と　き】　月・水・金（祝日を除く）
　　　　　10：00～ 15：00
【ところ】　市総合福祉センター
【参加費】　１日 800円（昼食代含む）送迎あり
【対象者】　波野・高松・平井・三笠・鉢形地区に在

住の方で、要支援１・２または基本チェッ
クリストで生活機能の低下がある方

　　　　　※利用には一定の基準があります。
　　　　　　下記までご相談ください。
【問合せ】　市介護長寿課　　　TEL	８２－２９１１
　　　　　市社会福祉協議会　TEL	８２－２６２１

鹿嶋市ファミリー・サポート・センター鹿嶋市ファミリー・サポート・センター

【利 用 料】

【登録者数】　350名（令和３年３月31日現在）

【問 合 せ】　市ファミリー・サポート・センター
　　　　　　TEL ８３－４８１１

会員登録・年会費は無料です。

お気軽にご相談ください。

　いつまでも、いきいきと暮らすことができるように、介護予防活動として、創作活動・カラオケ・脳トレ・
体操などを行います。また、季節ごとに様々なイベントを取り入れています。

いつでも見学できます。

１日体験食事付き500円

連絡お待ちしています。

高齢者ふれあいサロン事業高齢者ふれあいサロン事業  「いきいきサロン」「いきいきサロン」

基本活動日・時間
月曜日～金曜日

午前７時～午後７時

１時間あたり
７００円

基本活動日以外の
土・日曜日・祝日

１時間あたり
８００円

基本活動時間以外の
早朝・深夜等

１時間あたり
８００円

10：00　血圧・体温測定・健康相談

10：30　工作・脳トレ・音読

11：00　カラオケ

11：30　タオル体操

12：00　昼食

12：40　自由時間（脳トレ、仮眠、おしゃべり）

13：45　体操（ミュージックケア、シルバーリハビリなど）

14：30　お茶の時間

15：00　帰宅

ある１日のスケジュール

参加
者

募集
!!



次回の社協だより「えがお」は３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
　コロナ禍２年目。
　気候変動など様々なことがあ
りますが、パンジーとサザンカ
たちは厳しい寒さの中でも色と
りどりの花で心を癒してくれま
す。何があっても明るく笑顔の
花を咲かせていきたいですね。

REN

　午前中の輪投げでは「そら行け、そら入れ」と声援を送り、
午後のグラウンドゴルフでは４人ずつ２チームで競いました。
プレーをしながら会話がはずみ、楽しく和気あいあいと一日を
過ごしました。
　皆さん「人と会って、おしゃべりすることは、ストレスを発
散し、リフレッシュできる」と話していました。この集いが明
日への活力になっているのですね。

　毎回元気に開催しています。前半はみっちり体操で汗を流し、
後半は手芸や脳トレなどをしながら、近況報告や楽しい会話に
花が咲きます。
　次回は簡単なタオル帽子を作る予定です（サンプルを見せて
いただきました）。お風呂上りに重宝しそうですね。

平井丘サロン
（鉢形地区）

№26

№27 サロンあい愛 須賀豊寿会
（豊郷地区）

【と　　き】　毎週火曜日
　　　　　　①10：00～11：00
　　　　　　②13：00～15：30
【と こ ろ】　①平井コミュニティセンター
　　　　　　②鉢形多目的グラウンド
【参加人数】　平均１０名
【参 加 費】　無料
【実施内容】　①輪投げ、ボッチャ
　　　　　　②グラウンドゴルフ
　　　　　　　（雨天時はカラオケ）

【と　　き】　毎月第１・３金曜日
　　　　　　10時～ 12時
【と こ ろ】　豊郷公民館・須賀公会堂
【参加人数】　平均２６名
【参 加 費】　２００円（食事会時）
【実施内容】　☆シルバーリハビリ体操
　　　　　　☆輪投げ
　　　　　　☆ボッチャ
　　　　　　☆手芸

※サロンに関する助成事業を行っています。　【問合せ】　市社会福祉協議会　TEL	８２－２６２１

　市内 42 ヵ所のサロンを掲載したサ
ロン活動ガイドブック・地域サロン
マップを各公民館、市役所（介護長寿
課）などに設置しています。各サロン
活動の詳細をページごとに紹介してい
ますので、ぜひご覧ください。鹿嶋市
社会福祉協議会で配布もしています。

～地域のふれあい・
～地域のふれあい・交流の場交流の場～～

共に創る共に創る  みんなで支え
合うみんなで支え合
う

福祉のまち福祉のまち  かしまかしま

社会福祉法人  鹿嶋市社会福祉
協議会

「サロン活動」
ガイドブック

「サロン活動」「サロン活動」

ガイドブックをガイドブックを

設置しています設置しています


