
この広報誌は皆様からご協力頂いた社協会費により発行しています。

いなしき

▲このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し
「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」
を表現しています

社協とは社会福祉協議会の略称です。
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社協会費へのご協力 ありがとうございました

社協会費は幅広い地域
福祉事業を実施するた
めに活用しています。

サロン活動

おもちゃ修理

炊き出し

車いす体験（出前福祉）
ボランティア連絡協議会防災訓練
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ハートピアいなしき利用者の活動のためにご寄付を頂きました。
ご厚意に感謝申し上げます。ありがとうございました。

※上記のご寄付は、ハートピアいなしき利用者のお楽
しみ会、毎月の誕生会、クリスマス会など行事の時
に使わさせていただきました。

（敬称略）	 	

10/24	 川上晋	 もち米
11/4	 陶ゆう会	 18,950 円
11/4	 東地区更生保護女性の会	 5,000 円
11/4	 ひめゆり会	 3,000 円
11/4	 宮淵ダリア園	 1,000 円
12/12	 森利スポーツ店	 5,000 円
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　私たちのデイサービスでは、総合事業対象者及び要支援、要介護認定を受けている介護
が必要な方・閉じこもりがちな方へ入浴や食事、レクレーション等のサービスを提供して
います。毎日明るく元気に楽しく一日を過ごして頂けるよう私達職員も支援させて頂いて
おります。

営業日　月～金曜日（8：30～ 17：15）　　直通電話番号　029–892–6600
見学は自由です！！お気軽にご連絡ください！！

　市民のみなさまからの善意（金銭、物品などの芳志）を福祉に結ぶ『善意のかけ橋』となっ
て事業を展開しています。ご協力をいただき、ありがとうございました。
【寄付金】　稲敷市商工会　うぐいす会　稲敷盆栽会、稲敷農業協同組合　佐藤恵子
【物　品】　退職公務員連盟稲敷支部　タオル　　退職公務員連盟新利根支部　タオル
　　　　　朝日向利恵　オムツ　　　　　　　　匿名　3件　オムツ、タオル、固形石鹸

●善意銀行運営事業 （敬称略・順不同平成　30年 9月 7日から平成 31年 2月 15日）

地域密着型通所介護事業所

♡ガマの口上　　鑑賞 ♡★大杉神社にて初詣★

クリスマスパーティー

( ⋈◍＞◡＜◍ )。✧♡

集団リハビリ体操

みんなで楽しく!!

　市民のみなさまから集められた使用済み切手・使用済みプリペイドカードは茨城県社会
福祉協議会に送付し、専門業者などに買い取ってもらい換金されたのち、茨城県内のボラ
ンティア活動支援のために役立てられます。お寄せいただいたご芳志に深く感謝を申し上
げ、今後ともあたたかいお力添えをお願い申し上げます。

　千勝まさ子　　大竹美津江　　㈲東運輸　　小川着付教室　　朝日向幸子
　江戸崎中学校　　ふれあい電話「もしもし」　　ひまわり会
　セブンイレブン江戸崎高田店　　　退職公務員連盟	稲敷支部　匿名 3件

●使用済み切手・使用済みプリペイドカード収集の寄付について
（敬称略・順不同平成　30年 9月 7日から平成 31年 2月 15日）
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～地域でできる子育て支援の輪～

ご家庭で不要となった学生服の

回収にご協力ください

　多くの子育て家庭にとって、進学に際し制服購入は大きな出費となります。そんな制
服が卒業して不要となり処分されてしまうのは「もったいない」ことです。そこで社会
福祉協議会では、子育て家庭の負担軽減、そして資源の有効・循環利用を推進すること
を目的として「譲っていただける方」から「譲って欲しい方」への橋渡しをする取り組
みを始めます。

【社会福祉協議会】

引き渡し

【回収対象】　江戸崎総合高校の制服及びジャージ
【回収窓口】　稲敷市社会福祉協議会　　受付：平日 8：30～ 17：15
　　　　　　稲敷市江戸崎甲 1992　江戸崎福祉センター内
　　　　　　電話：０２９（８９２）５７１１

卒業や成長で
不要となった制服 保管

制服を必要と
する家庭

×

リユースの推進子育て支援

社会福祉協議会学生服リサイクル事業

回収
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⒈　家計の状況を聞き取ります
　　各家庭の暮らし方を踏まえ、収入や家賃、食事等、毎月
出入りするお金について大まかに伺います。そこから滞納
はないか？食事は十分にとれているか？といった生活上の
ポイントを確認しながら、問題の発見につなげていきます。

⒉　収支のバランスを点検します
　　日々のレシートや水道光熱費などの領収書、税金や保険
料の納付書、債務状況が分る資料をお持ちいただきます。
収支表にまとめて「家計をみえる化」し、双方で状況を把
握。適切な収支バランスをアドバイスします。

⒊　家計簿をオーダーメイドします
　　各ご家庭にあったモデル家計簿をお作りします。無理の
ない計画的な金銭管理で安定した生活を目指します。

⒋　将来プランを作ります
　　将来に大きくお金が動くライフイベントをおさえ、これ
からの人生でいついくらお金があれば良いのかをつかみ、
そのためにどうしたら良いのかを考えます。

家計相談支援事業 簡単な家計診断を行い、安心の将来プランを設計します。
まずはご相談ください

膨れ上がった多重債務などのお悩みには、法律家へのご相談にもご一緒します。

年金額や加入月数などの確認を代行で調査します。

障がいの確認後、手帳の取得、障害年金の受給について調査を行います。

失業事由による失業給付手続き時にハローワークに同行します。

ご自身の生活状況をお話

しください。金額や問題

の内容などまとまってい

なくても構いません。

１週間分のレシートを捨

てないで保管し、その他

領収書、請求書、契約書

類をお持ち下さい。

自分だけの家計簿を使い

ながら、収支バランスの

範囲内で生活をします。

無理な倹約計画は立てま

せん。

計画があれば安心が得ら

れ、また自由に使えるお

金が分ります。お金に縛

られない生活が可能にな

ります。

家計相談支援員は

こんなことをします ご相談者

債 務 整 理

年 金 調 査

障害者手帳

失 業 等

⒌　家計の健全化のために
　　収支のつながる制度のご利用案内、手続きの同行、法律家へのご相談にもご一緒します。
制度や仕組みを上手に活用し、将来に備えます。
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 地域福祉活動計画ワークショップ
　第２次地域福祉活動計画に向け、社協職員でワー
クショップを行いました。地域福祉活動計画は市地
域福祉計画と連携し社会福祉協議会が作成します。
「安心して暮らせる　やさしいまち　稲敷」の基本理
念を実現するために、自らできることを行ない福祉
のまちづくりを推進するための計画が地域福祉活動
計画です。
　ワークショップでは、部署の違う職員が一つのグ
ループになり、自分たちが現場で感じたことが話し
合われました。最後にはグループで話し合われたこ
とが発表され全職員の思いを共有しました。
　地域福祉活動計画を全職員が理解し推進していけ
るよう頑張っていきます。

　皆様からいただきました社会福祉協議会会費は，住み慣れた地域社会の中で，生涯にわ
たって安心して生活できる「安心して暮らせる　やさしいまち　稲敷」の実現を目指し，
高齢者福祉や障がい者福祉，ボランティア活動の推進など，幅広い地域福祉事業を実施す
るために活用させていただきます。
　本年度も皆様の福祉事業へのご理解・ご協力及び，行政区長をはじめ役員の方々のご支援・
ご協力ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　平成 31年１月 31日現在

◆　一般会費　◆
江戸崎地区……3,252世帯	 1,614,900円
新利根地区……1,894世帯	 947,100円
桜川地区………1,321世帯	 659,900円
東地区…………2,276世帯	 1,138,000円

◆　特別会員　◆
㈲東関東サービス	 10,000円
（一社）みらい	 10,000円

会費総額……8,743件	 4,377,200円

◇出前福祉事業
　（学校へ福祉講座の講師紹介，派遣）
　・車いす体験，高齢者疑似体験
　・視覚障がい者体験，点字学習

◇情報の発信
　・広報誌「いなしき社協だより」の発行
　・ホームページの管理

◇ボランティア活動の支援
　・ボランティア団体へ活動助成
　・ボランティア連絡協議会への協力

◇在宅福祉サービス事業の運営	

◇車いす貸し出し事業	

◆　ご協力いただいた会費の使い道　◆

平成30年度 稲敷市社会福祉協議会会費報告
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成年後見サポートセンター

　成年後見制度は、認知症高齢者，知的障がい者，精神障がい者
などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での
契約を行うときに、判断が難しく不利益を被ったり、悪徳商法の
被害者になることを防ぎ、権利と財産を守る支援をする制度です。

■成年後見制度のことがよくわからない。
■最近，お金の管理や契約に自信がなく
なってきた。
■通帳など，大事なものをどこにしまっ
たか忘れてしまう。

■離れて暮らしている親が訪問販売など
の悪徳商法に狙われないか心配。
■今は元気だけど，将来のことを考える
と不安。

◆成年後見サポートセンター運営委員視察研修
　平成 30 年 10 月 25 日（木）に成年後見サポートセンター
では運営委員および日常生活自立支援事業支援員を対象とした
視察研修を行いました。
　千葉県佐倉市にある成年後見サポートセンター（佐倉市社協
運営）で活動の内容や困難ケースの対応などをお伺いしました。
千葉県内でも先進的な活動をしているセンターで、関わっている件数も多く情報も蓄積さ
れていることもあり、運営委員の質問にもヴォリュームのある答えが返って来て大変参考
になる研修となりました。

◆成年後見制度の理解を深める研修会
　社協職員及び市役所職員を対象にした研修会を行いました。法テラス牛久事務所より倉
部弁護士をお迎えし、制度の内容や茨城県内の状況などの講話をいただきました。何度も
聞いて制度の理解が深まるよう定期的に研修会を開催しています。また、ご依頼があれば、
希望の場所にての研修会も可能ですのでお問い合わせください。

財産管理の支援
・預貯金や実印・銀行印の管理、
金融機関との取引
・印鑑を扱うような契約行為
・不動産や権利書などの財産管
理・保管・処分
・公共料金などの日常生活中での
各種支払

身上監護の支援
・不動産など、本人の住居確保に関する契約
や費用の支払い
・通院時の治療や処方箋などの説明を受ける
時の同席（ただし治療や検査の同意は不可）
・介護サービスや施設入所するときの契約、
入所後の異議申し立て
・年金や社会保険の手続き

～いつまでも自分らしい生活を送れるようサポートします～

●●● こんなことでお困りではないですか？ ●●●
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〒 300-0504
稲敷市江戸崎甲 1992…江戸崎福祉センター内
℡ 029-892-5711 ㈹……Fax029-892-5922
E-mail……soumu@inashiki-shakyo.or.jp
U R L……http://www.inashiki-shakyo.or.jp/

土浦方面

江戸崎公民館

稲敷市
保健センター

稲敷市
社会福祉協議会

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ

す
き
家

成田方面

ショッピングセンター
パンプ

稲敷市社会福祉協議会
〒 300-0749
稲敷市佐原組新田 1540-1
℡ 0299-79-3737　…Fax0299-79-3738
E-mail……heart-peer@inashiki-shakyo.or.jp

竜ヶ崎方面

新利根川新利根川

伊佐部橋

潮来方面コンビニ

あずま
生涯学習
センター

東
トレーニング
センター

白鷺球場

障がい者センター
ハートピアいなしき

い
な
し
き
の
郷

ハートピアいなしき

稲敷市社会福祉協議会事業所

市内在住の利用会員（登録済の方）
に月～金の午前９時から午後５時
までの間の都合の良い時間に日常
生活のお手伝いをしてくださる方
を随時募集しています。70代の方
もご活躍していただいております。
協力して頂ける方、ぜひご連絡く
ださい !!

30 分　400 円

調理・衣類の洗濯・住居等の掃除
生活必需品の買い物・話し相手など

サービス内容

利 用 料 金

在宅福祉サービス 　在宅福祉サービスは、地域のたすけあいから生まれた、
住民参加型の有料・会員方式の相互援助サービスです。高
齢者や障害をお持ちの方など、日常の生活において何らか
の援助を必要とする方（利用会員）に対して、地域で福祉
サービスに理解のある方（協力会員）が、負担を少しでも
軽減するために、家事援助を中心としたサービス提供をす
る事業です。

社会福祉協議会

お手伝いしたい方
協力会員

④サービス提供

⑤活動報告

お手伝いしてほしい方
利用会員

①サービス利用申込
⑥利用料の支払

②訪問相談
　会員登録

③サービス依頼
⑦活動費の支払

協力会員募集!!


