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　総合福祉センターは、平成元年にオープンしてから現在まで、皆さまに支えられて、高齢の方の憩いの

施設となっています。写真は、健康器具「ヘルストロン（電位治療）」です。明るい室内に４台設置され、

無料でご利用いただくことができます。利用された方からは、「身体がポカポカする」、「スッキリした」

と好評をいただいています。

２０２１．６発行だより

みんなでいきいき健幸日本一！　～総合福祉センター～

「総合福祉センター」

について、

詳しくは２ページを

ご覧ください。

総合福祉センターは、旧小貝川のほとりに建ち、四季

折々の美しい水辺の風景を臨むことができます。



「福祉の店 移動販売」の販売場所が増えました︕

総合福祉センターをご利用ください︕

皆さまからお寄せいただいた募金は、龍ケ崎市内の様々な地域福祉活動に役立てられています
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　総合福祉センターは、地域の高齢者が健康で明るい生活を営み、

生きがいを高めることを目的として、各種事業を実施しています。　

旧小貝川を泳ぐ白鳥の親子

館内は、季節に合わせた装飾

が飾られています。

・事前予約制となります。ご利用の前日から電話にて予約を

　受付します。（受付時間　午前９時～午後５時）

・お一人の入浴時間は３０分です。浴室の人数制限は、男女

　それぞれ３人までとなります。

・ご利用可能な時間は、午前１０時から午後３時５０分まで

　となります。

●龍ケ崎市または近隣市町村在住で６０歳以上

　の方なら誰でも無料にて入館可能です。

●利用開始時に利用者登録が必要です。

　登録の際は身分証明書（保険証など）をお持

　ちください。　

●登録後は入館時の簡単な手続きでご利用いた

　だけます。

受　付

クラブ活動 長寿会連合会事務局 【入浴施設のご利用について】

日　　程 販売時間 場　　所

第１・３

第２・４

水

１０：３０～１１：００

１４：００～１４：３０

１０：３０～１１：００

１１：３０～１２：００

１４：３０～１５：００

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：００

１１：３０～１２：００

１０：３０～１１：００

第１・３木

第１

第３

第２・４

金

松葉コミセン

馴馬台コミセン

長山コミセン

龍ケ崎コミセン

南が丘自治会館

佐貫西口支所

馴柴コミセン

久保台コミセン

総合福祉センター

城ノ内コミセン

第１・３

（コミセン ＝ コミュニティセンターの略称）

※時間は目安です。販売状況によって変わることがあります。

●ご注文いただいたお米を、ご自宅まで宅配するサー

　ビスも行っています。

　宅配日：金曜日（水曜日までの注文を金曜日に宅配）

　地元の農家が生産した新鮮な野菜を、市内各所

へ販売に伺います。

　４月から、お伺いする場所が２か所増えて、更

に、ご利用いただきやすくなりました。

new

new

　明るく広いお風呂で、お手軽に

銭湯気分を味わえます。

　受付にてカギを受け取り、同じ

番号のロッカーに荷物を入れてく

ださい。

　入浴の後などに、くつろいでい

ただけます。マッサージチェアも

ご利用いただけます。

　予約不要でいつでもご利用いた

だけます（１人２０分間）。受付に

てメダルをお受け取りください。

　様々なクラブが活動中です。

（写真はシルバーリハビリ体操の様子）

くわしくはお問い合わせください。

　長寿会連合会の事務局がおかれ、

各地域での活動や、会員間の交流を

サポートしています。

　（写真はペタンク大会の様子）

男子・女子浴室 集会室 ヘルストロン室

周辺地図
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　（川原代町 5014）

総合福祉センター　☎６２－５８５１問

問

☎６４－４３３５

中央支所

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

入場制限を行っています。
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　佐貫西口支所では、デジタルサイネージ（電子看板）にて様々

な情報を発信しています。

　現在は、「まちかどギャラリー」として、障がいのある方の

アート作品（刺し子、鉛筆画、色鉛筆画など）の表示を行って

おり、コーヒーなどを飲みながら、ゆったりと鑑賞していただけ

ます。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

　地震や風水害などの大規模災害が起こった場合に、被災された

方の生活の早期安定に向けた支援をより効果的に行うため、５月

２４日に一般社団法人竜ヶ崎青年会議所と「災害時相互協力協定」

を結びました。

　協定の内容には、災害ボランティアセンターの運営協力や資機

材の確保、それぞれのネットワークを活かした情報の収集と共有

などが盛り込まれています。

　今後ますます連携が深まり、防災・減災日本一となるものと

確信しています。

佐貫西口支所にて「まちかどギャラリー」を開催しています

ＴＯＰＩＣＳ

一般社団法人竜ヶ崎青年会議所と「災害時相互協力協定」を締結しました！

　今年１月、川原代小学校５年生（当時）より、卒業する６年生

に歌を贈りたいが、新型コロナウイルス感染症対策で声を出して

歌うことができないので、社会福祉協議会の出前講座「手話体験」

で学んだ手話で、歌を贈ることができないかと相談がありました。

　そこで、手話体験の講師を務めている「龍ケ崎市聴覚障害者協

会」に協力してもらい、担任の先生に手話の表現方法を教え、同

時に練習用動画を撮影しました。

　５年生は動画をもとに練習を行い、無事、「６年生を送る会」に

て手話の歌を披露することができました。

　手話は、聴覚に障がいがある方の「言葉」であり、「感情表現」

でもあります。５年生の気持ちが手話にのって、６年生の旅立ち

を応援する、すばらしい贈りものになったことと思います。

６年生に贈る「手話の歌」～出前講座「手話体験」の取り組み～

教室での練習の様子

「６年生を送る会」の様子

社会福祉協議会 会長 中山市長（写真左）と 

竜ヶ崎青年会議所 雑賀理事長（写真右）

（写真右）

刺し子作品（ひまわり園

制作）は、ご購入いただ

けます。１枚３５０円。

（写真左）

デジタルサイネージにて

市内施設の案内や社会福

祉協議会の事業紹介など

が常時掲示されています。

問

☎７５－６１１４

佐貫西口支所（まいりゅうサロン）

「まちかどギャラリー」

期間：開催中～７月３１日（土）まで

時間：午前９時～午後５時まで



ボランティア　　やれば自分も　　うれしいな　　　　（ボランティア記念碑より）
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ボランティアだより 
(5)

～私たちの地域をもっと住みよくするために～

令和３年６月現在　　５０音順龍ケ崎市ボランティア連絡協議会加盟団体

龍ケ崎市
ボランティア
連絡協議会の
マークです

加盟団体 ： ３７団体

おりづるの会
ききょうサークル
米町ボランティアの会
さくらの会
青少年育成龍ケ崎市民会議
つくしんぼの会
トライアングルサークル
ひまわりの会
ふれあいサークル
ゆーあいサークル
龍ケ崎おもちゃライブラリー
竜ケ崎ききょうライオンズクラブ
竜ヶ崎骨髄バンクを広める会

ボランティア掲示板

かんたん
ワンポイント手話

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

龍ケ崎市更生保護女性会
龍ケ崎市子ども会育成連合会
龍ケ崎市肢体不自由児者父母の会
龍ケ崎市障害児・者親の会あおぞら会
龍ケ崎市食生活改善推進員協議会
龍ケ崎市シルバーリハビリ体操指導士会
龍ケ崎市心身障がい者育成会
龍ケ崎市身体障害者福祉協会
龍ケ崎市長寿会連合会
竜ヶ崎市点訳友の会
龍ケ崎市読書会連合会
龍ケ崎市婦人防火クラブ連絡協議会
龍ケ崎市民生委員児童委員連合協議会

龍ケ崎手話サークル「たつのこ」
一般社団法人竜ヶ崎青年会議所
龍ケ崎第一ボランティア協会
龍ケ崎地方家族会
龍ケ崎中央ロータリークラブ
竜ケ崎トラディショナルクラブ
龍ケ崎分区保護司会
龍ケ崎ライオンズクラブ
龍ヶ崎朗読の会
竜ヶ崎ロータリークラブ
流通経済大学ボランティアサークル

協力：龍ケ崎市聴覚障害者協会

龍ケ崎手話サークル 「たつのこ」

　手話は聴覚に障がいのある方々の大切な

コミュニケーション方法です。日常で使え

る簡単な手話をお伝えします。

豆知識覚えよう

かんたん

サバ味噌煮缶の煮つけ

No.41

ふれ愛キャラクター
　　ＡＩちゃん

材料（２人分）

サバ味噌煮缶　… １缶

きぬさや　……… ５枚

厚揚げ豆腐　…… １５０ｇ

しめじ　………… １袋（１００ｇ）

めんつゆ　……… 大１（３倍濃縮）

水　……………… １００cc

【栄養成分】　

エネルギー

たんぱく質

脂 　 　 質

炭 水 化 物

塩　　　分

６３４kcal

４０．８ｇ

３８．４ｇ

３６．７ｇ

　４．１ｇ

バックナンバーをホームページに掲載しています！

右のＱＲコードから検索いただけます。

　今回のレシピは栄養豊富なサバを使った
　ご飯によく合う一品です。
　ぜひお試しください。

「体調は大丈夫ですか︖」

利き手を胸の前に置き

円を描きます。

これで「体」という

手話になります。

★手話は表情がとても大切です。
　相手の目を見て伝えてくださいね。

知っていますか︖
　　福祉のマーク

ひまわりの会

問

誤嚥予防に
　「ぱ・た・か」体操

龍ケ崎市

シルバーリハビリ体操指導士会

　食事中に「むせる」「咳が出る」などの

症状はありませんか？食べ物が誤って気

管に入ってしまうことを誤嚥（ごえん）

といいます。おうちで簡単にできる誤嚥

予防の発声トレーニングをご紹介します。

part3

左胸から右胸に動かし

（左手の場合は反対に）

相手にたずねるように

首をかしげます。

　

① ②

ご案内

龍ケ崎市更生保護女性会

問

【巡回パトロール】

　毎月第４金曜日の午後４時から、龍ヶ岡公園（たつのこ山）

と北竜台公園の２か所に分かれ、見守りの巡回パトロール

を行っています。

　公園内と周辺を中心に巡回を行い、日が暮れるころには、

自転車で遊びに来ていた子どもたちに「車に気をつけて

帰ってね」と声をかけていました。

聴覚障がいがあることを理由に、運転

免許に条件を付されている方が運転す

る車に表示するマークです。危険防止

のためのやむを得ない場合を除き、幅

寄せや割り込みを行ってはいけません。

会員募集中

　豊かな心を育む 「ほっとけない運動」 

舌と唇を鍛えて、食事を楽しみましょう！

　　社会福祉協議会

☎　６２－５１７６

コロナに負けず…！

お米と水で作った重りを

乗せて、実際に介助をしている

ような体験ができました！

「つくしんぼの会」より

メニューを提供いただきました！

問

聴覚障がい者マーク（聴覚障がい者標識）

　上記のような車いすが描かれたマーク

を見かけたことはありますか？

街中の公共施設や道路には、いろいろな

福祉のマークが使われています。

出典：誤嚥予防のための体操

「ぱ・た・か」と

　　　大きな声で言ってみましょう！

？

茨城県立健康プラザ

龍ケ崎市更生保護女性会

（２人分）

　ひまわりの会では、小中学校などから依頼を受け、福祉体験（福祉出前

講座）の車いすの操作を教えるボランティアを行っています。

　また「福祉の店ひまわり」（森林公園内）に従事している、障がいのあ

る実習生の送迎ボランティアも行っています。

　昨今のコロナ禍の中、小学校にて行う「車いす体験」では、子どもたち

に楽しく安全に体験してもらうため、事前に打合せを行い、学校ごとに合

わせたメニューを考え、マスクや消毒などの感染症対策を徹底しています。

　参加者からは「身近なものだと感じた」との声も聞かれるなど、誰にで

もわかりやすく、福祉を伝える活動を続けています。

つくしんぼの会 では、

　松葉地区を中心に会食を通した高齢者支援を行っています。

おいしい料理とふれあいの場を一緒につくってみませんか？ ☎ ０９０－２２１６－０４６９

つくしんぼの会　担当：青木

福祉車両の実演中。興味津々です！

福祉体験の様子

【あいさつ・声かけ運動】

　市内の小学校にて、第１・３月曜日の登校時にあいさつ

運動を実施しています。この活動は保護司会と一緒に取り

組んでいます。当日は早朝から、交通量の多い歩道と校門

前にスタンバイ。登校してくる子どもたちに声をかけると、

皆明るく笑顔で「おはようございます！」と返しているの

が印象的でした。

　☎６６－３４２６

会員募集中

①　絹さやは半分に切り、水100ccにめんつゆを入れ、

　　さっと煮たあと取り出しておく。

②　①の煮汁に、サバ味噌煮缶と食べやすい大きさに

　　切った厚揚げ豆腐としめじを加え、５分ほど煮詰

　　める。

③　器に盛り、きぬさやをトッピングしたら完成！

担当：所
ところ

★ 福祉体験のボランティア

　　※資格は必要ありません

★ 「福祉の店ひまわり」に従事する実習生の送迎

　　※要普通自動車免許

どちらかだけでも可。

　都合が合うときの参加で大丈夫です♪
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令和２年度　龍ケ崎市社会福祉協議会　主な事業報告

〇ボランティアセンター運営

　・延べ利用者数　６，１３７人　　・相談・紹介　１０件

〇福祉出前講座　・７件（延講師派遣３２人）

〇ボランティア講座　

　・音訳講座　全９回（４人参加）　

　・点訳講座　全８回（６人参加）

〇ボランティア連絡協議会活動支援　・３７団体

〇ボランティア保険　・活動保険　３９件 ・行事用保険　８件

〇ジュニアボランティア育成（市内小・中学生対象）

　・３日間（３７人参加）

〇高校生ボランティアスクール　・３日間（５６人参加）

〇広報啓発　パンフレット発行・ホームページ運営

〇社会福祉大会　式典中止

　・社会福祉功労者表彰　４３件　　・善行青少年表彰　　２件

　・社会福祉協力感謝　　　３件　　・標語入選者表彰　１４件　

〇いきがい交流事業

　・花見会　　中止※

　・芋煮会　　中止※

　・季節交流会　　中止※

〇在宅福祉サービス事業（家事援助等）

　・登録人数　利用会員　９人，協力会員　８人

　・活動状況　訪問回数　９７回，延時間数　９８時間　　　

〇善意銀行運営事業

　・高等学校入学準備金の支給　１５件　

　・NPO法人フードバンク茨城への支援

　・三世代交流を実施する市内小中学校に支援金を支給　１件

〇地域ケアシステム推進事業

　・ケース検討会議　　　　　６回　・在宅ケアチーム数　８チーム

　・ケース訪問回数　延べ　７１回　・相談件数　　　延べ１６５回

〇元気サロン松葉館運営事業

　・利用者　　　　　　　延べ　６，５４１人

　・はつらつサロン参加　延べ　６，００８人

〇敬老会事業　式典中止※，記念品の配付

　・対象者　１０，６１４人

〇交流サロンりゅう運営（中央支所内）

　・中央支所　　　　　　　 ２３８人利用

　・交流サロンりゅう　 ２，５８３人利用

〇災害見舞金　　１件支給

〇交通遺児支援事業　　１件支給

〇福祉機器，福祉車両貸出　

　・車いす　　　　　　８６件　　　・福祉機器　１１件

　・車いす用福祉車両　１８件　

〇生活福祉資金貸付　

　・相談　２，９２２件　・申請　１，４９０件　・食料提供　５９件

　　（新型コロナウイルス感染症による特例貸付含む）

〇緊急小口貸付金事業　　２９件

〇日常生活自立支援事業　利用契約者　１９人

〇しゃきょうだより発行　年４回（７・９・１・３月）

　　全世帯・公共機関等に配布　

〇長寿会運営事業

　・長寿大学　　　　　　　　　中止※　　

　・健康マージャン交流大会　　中止※

　・カラオケ交流会　　　　　　中止※

　・高齢者スポーツルール研修会　　中止※

　・いばらきねんりんスポーツ大会　中止※

　・第５８回茨城県老人クラブ大会（開催中止）２人顕彰

〇佐貫西口支所運営事業（まいりゅうサロン）

　・支所　　　　　 延べ１，１４２人利用

　・談話室　　　　 延べ　　８０８人利用

　・多目的室　　　 延べ２，０７０人利用

〇障害福祉サービス事業所ひまわり園　

　・延べ９，２４１人利用

　・日中一時支援事業　延べ１，０８２人利用

〇ふるさとふれあい公園運営事業

　・アトリエ　　　　　　１，８９６人　・ゲートボール場　　　２，６８９人

　・多目的グラウンド　　４，９１６人　・ディスクゴルフ場　　４，９０６人

　・野外ステージ　　　１０，３９８人　・グラウンドゴルフ場　３，５５７人

　・バーベキューエリア　　　１２７人

〇障がい者自立化支援事業

　・福祉の店ひまわり　実習生　４人

　・Ｃａｆｅたつのこ　実習生　２人

　・福祉の店りゅう　　実習生　５人

　・福祉の店移動販売　実習生　７人

　・福祉の名刺屋さん　実習生　３人

〇障害福祉サービス事業所あざみ　

　・延べ２，１１５人利用

〇指定特定相談支援事業

　・契約者　１２４人　・サービス計画案作成数　４７件　

　・モニタリング報告書作成数　２６８件

上記の事業は、皆さまから寄せられた社会福祉協議会会費や
赤い羽根共同募金を有効に活用して行いました。

高齢者に関する事業

ボランティアに関する事業

生活の支援に関する事業

障がいに関する事業

交流に関する事業

その他の福祉に関する事業

子どもに関する事業

〇シルバーカー購入助成事業　９３件

〇ふれ愛給食サービス事業

　・１５７人へ宅配

〇ふれ愛会食会事業 会食会は中止※　菓子宅配と小学生との手紙交流

　・１３７人へ宅配

〇歳末ふれ愛訪問事業（１２月２２日～２５日）

　・１５２人へ宅配

〇総合福祉センター運営事業　利用者　延べ１６，３２９人

　・クラブ活動利用者　　　　　　　　延べ　１，８８０人　

　・団体活動利用者　　　　　　　　　延べ　３，１９０人

　・いきいきヘルス体操参加者　　　　　　　　　２４７人　

〇高齢者スポーツ大会

　・ゲートボール大会　　　　３１人　・輪投げ大会　　１６１人

　・グラウンドゴルフ大会　１２０人　・ペタンク大会　１２３人

〇スポーツレクリェーション事業

　・茨城県障害者スポーツ大会　中止※

〇点字・声の広報等事業

　・点訳（５人利用）　　・音訳（１３人利用）

〇要約筆記入門講座　    全５回（１３人参加）

〇チャイルドシート等購入助成事業　３６件

〇親子創作教室

　・陶芸教室，絵画教室　　中止※

〇心配ごと相談（毎月２回）　３５件　

〇法律相談（毎月２回）　　　６７件

〇ふれ愛キャンプ　中止※

〇ふれ愛広場　　　中止※

〇ふれ愛クリスマス（１２月１３日）

　・障がい児・健常児　　　１５人

　・ジュニアボランティア　　８人

　・高校生ボランティア　　１０人

　・ボランティア　　　　　４１人（１６団体）

〇歳末地域たすけあい助成事業　助成件数　２件

〇イベント用品貸出　３３件

「※」新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止となりました。



[収入] （単位：円） [支出] （単位：円）

事業活動収入 サ ー ビ ス 区 分

会費収入 6,265,842   法人運営事業 136,007,276 

寄付金収入 2,313,099   企画広報事業 596,457     

ボランティアセンター事業 1,237,604   

ふれあいのまちづくり事業 3,467,264   

地域福祉推進事業 5,697,047   

受託金収入 56,043,042  共同募金配分金事業 3,653,262   

貸付事業等収入 610,000     いきがい交流事業 283,156     

事業収入 12,458,409  在宅福祉サービス事業 75,815      

就労支援事業収入 2,426,080   地域ケアシステム推進受託事業 3,490,000   

障害福祉サービス等事業収入 103,634,432 元気サロン松葉館運営受託事業 2,589,042   

受取利息配当金収入 5,118       敬老会事業 5,334,000   

その他の収入 2,548,718   総合福祉センター運営事業 37,554,000  

施設整備等収入 -           地域福祉会館管理事業 3,221,000   

その他の活動収入 8,250,158   佐貫西口支所運営事業 7,175,776   

前期末支払資金残高 63,528,657  障害福祉サービス事業所ひまわり園運営事業 69,160,001  

　合　計 418,569,117 障害福祉サービス事業所あざみ運営事業 23,945,866  

特定相談支援事業 5,140,946   

ふるさとふれあい公園運営事業 12,410,000  

障がい者自立化支援事業 21,524,656  

　合　計 342,563,168 

当期末支払資金残高 76,005,949  

補助金収入
（交付金・助成金・共同募金
　配分金を含む）

160,485,562 

令和 2 年度　龍ケ崎市社会福祉協議会会費のご報告とお礼

　各世帯の皆さまから、５,５４５,８４２円 の会費

をいただきました。

　また、企業・団体の方々から、  ７２０,０００円 

の賛助会費をいただきました。

　ご協力をいただいた会費をもとに、様々な福祉事

業を実施することができました。

　心よりお礼を申し上げます。

【赤い羽根共同募金】

寄付・共同募金にご協力ありがとうございました

ありがとうございました。

令和3年2月27日～3月31日現在令和2年12月 24日～令和3年3月31日現在 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31 日現在

【令和２年度決算】

（順不同・敬称略）

　本会の地域福祉事業の推進にあたりましては、皆さまからの会費を財源として

おり、毎年７月から住民自治組織（各自治会・町内会）を通してご協力をお願い

しております。令和３年度におきましても、皆さまのご理解・ご協力をいただき

たく、お願い申し上げます。

卓球専門店トヨシマ 平台４丁目自治会

中里たつのこ邑

小通幸谷１区

横町長寿会

(7)

令和２年度社会福祉大会

あいさつは 元気いっぱい 自分から　　　　　　　　　　　  大宮小学校　６年　長塚　凛

あいさつを 笑顔でかえす 龍ケ崎　　　　　　　　　　　　  八原小学校　６年　蛯原　陽詩

テーマ「あいさつ運動」

あいさつは 笑顔と優しさが あふれるよ　　　　　　　　　  城ノ内小学校　５年　倉嶋　千誓

心に響く あたたかな声 みんなでつなぐ あいさつの輪　　　 愛宕中学校　１年　長谷川　晴香

あいさつで つなぐ笑顔 大切に　　　　　　　　　　　　　  長山中学校　１年　大津　咲久

※学校・学年は令和２年度のものです

標語入選作品ご紹介

土浦友の会

城ノ内小学校

匿名１件

大澤　芳弘

白畑　善夫

鈴木　　子

佐貫商店会

高野　重彦

吹上　雅子

匿名３件

【寄付金】 【賛助会費】 【善意銀行】

たてのカギ

クロスワードパズル　３月号の答え　「ありがとう」　でした。　ご応募ありがとうございました。

クロスワードパズルクロスワードパズル
とんかつ 牛島

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

　　　　　　　　住所・氏名・電話番号

　　　　　　　　年齢・答えをご記入の

うえ、郵便はがき、ＦＡＸ、メールのい

ずれかで社会福祉協議会(表紙右上参照）

にご応募ください。

　ご意見・ご感想もお待ちしております。

応募期限

７月２０日(火）必着

応募方法

賞品提供

よこのカギ

 2 箱根駅伝でつなぐもの　　

 5 話の中心的な材料になるもの

 6 趣味は映画〇〇〇〇〇です

 7 簡単なことを指す言葉「〇〇飯前」

 8 長さの単位。

　　「たつのこやま」の標高は41〇〇〇〇

 

 

※賞品のご提供様に応募しないでください。

　宛先は必ず 社会福祉協議会 で

　お願いします。

6

7

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2

5

8

1

答え

パズルに文字を入れ、右下にある言葉をお答えください。

1 急に降ってすぐに止むもの

2 クラーク博士の有名な言葉。

　　　　　　「少年よ〇〇〇を抱け！」

3 踊りを職業にしている人。踊り手。  

4 龍ケ崎市社会福祉〇〇〇〇会 

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｅ

Ｄ

Ｅ

〇 〇 〇 〇 〇

し

（龍ケ崎市愛戸町）

ＱＲコードからも

応募できます！

（テイクアウトでも利用可）
正解者の中から抽選で５名様に食事券1,000円分をプレゼント！

3

4

生パン粉使用の薄く香ばしい

衣にお肉のうま味をとじこめた

こだわりの逸品です！



しゃきょうだよりは、皆さまからお寄せいただいた「赤い羽根共同募金」により発行されています

社協からのお知らせ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

龍ケ崎市社会福祉協議会 （高齢者福祉センター ・指定特定相談事業所

　・障害福祉サービス事業所 あざみ）

☎　６２-５８５１

☎　６２-７６２８

・総合福祉センター 

・ふるさとふれあい公園 

☎　６４-２７７２・障害福祉サービス事業所 ひまわり園

☎ 090-8801-5176

・元気サロン松葉館（松葉小学校館内） ☎　６６-６４２２

☎　６２-５１７６
Fax　６２-５５７５ Fax　６２-７７８９

・福祉の店ひまわり ☎　６２-３１１１

６４-４３３５
・中央支所

☎/Fax

７５-６１１４☎/Fax

龍ケ崎市社会福祉協議会　連絡先

事務局◎

（森林公園内）

（交流サロンりゅう・福祉の店りゅう）

・佐貫西口支所
（まいりゅうサロン） （たつのこアリーナ内）

土曜も
営　業

土曜も
営　業

土曜も
営　業

土・日も
営　業

土・日も
営　業

土・日も
営　業

・Ｃａｆｅたつのこ

社会福祉協議会 ☎６２－５１７６

新型コロナウイルス感染症拡大状況や、今後の社会情勢等により掲載内容から変更となることがあります。ご了承ください。

問

募集中 音訳講座を開講します

　　皆さまの生活での「困りごと」を、知識と経験のある相談員が親身に対応し、解決に向けたお手伝いをします。

　相談は無料で秘密は厳守します。

法律相談

相談ごとは 社協 にお任せください 無料

心配ごと相談

ご案内

6日(火),20日(火)

3日(火),17日(火)

7日(火),21日(火)

定　員  ３人 (多数の場合は抽選)

時　間　午後１時３０分～（1人あたり４５分）

要予約

場　所  地域福祉会館にて、先着順で受付します。

時　間　午後１時３０分～４時３０分（最終受付：午後４時）

心配ごと

 相談員
予約不要

相 談 員申込方法開　催　日開　催　日 申込方法 相談員

有川　　保　弁護士

眞鍋　涼介　弁護士
８月

７月

９月

７月

８月

９月

生活支援員として活動してくださる方を募集しています

要　　件

時　　間

場　　所

活動手当

70歳未満の方（要普通免許）

ボランティア経験者、福祉業務経験者など

主な活動 利用者宅への訪問や預貯金の出し入れ

月 1～ 2回　1回あたり 1時間程度

市内（利用者宅および福祉施設・病院など）

1時間あたり 1,000 円を支給します

ご案内 福祉車両を貸出しています
　病院への通院やその他の外出のため、車いすに乗っ

たまま、乗降できる車両を貸出します。

月曜日から金曜日

（祝日・年末年始を除く）

（宿泊を伴うものは除く）

無料

※燃料費のみ使用者の実費負担

貸出期間

利用料

車　種

問い合わせは

　上記 TEL まで実施日

参加費

定員

会場

時間

講師

　認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な方が

安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用手続きや金銭管理

のお手伝いをしています。

　現在、その活動をサポートする「生活支援員」

を募集しています。

全日程・火曜日

令和３年

9/28・10/12・10/26・11/9・12/14

令和４年

1/11・1/25・2/8・2/22

午後１時３０分～午後３時３０分

地域福祉会館２階会議室

　音訳とは、視覚に障がいのある方のために、活字で

書かれている情報を「音声」にして伝えるものです。

募集中

先着１２人

 9日(金),30日(金)

13日(金),27日(金)

10日(金),24日(金)

軽自動車

（スズキ・エブリィワゴン）
３００円

龍ケ崎朗読の会

1. 基本的な読み方

2. ガイドの仕方

3. 広報紙を読み

　ＰＣでＣＤ作成


