地域の皆さんがいつまでも
暮らしやすい 地域 であるために
生活支援体制整備事業の取り組みについて
ボランティアや行政、地域組織や地域住民等の多用な主
体が連携し、「地域における助け合い・支えあい活動を地
域の視点で広げよう」という取り組みを行っています。

どうして生活支援体制整備事業
が必要なのでしょうか？
少子高齢化と人口減少の進展により若者の負担が増加し
ています。また、生活様式の変化から人間関係が希薄化し、
隣人がどんな人かも分からないといった例も見受けられま
す。こうした中、高齢者を始めとする全ての方が住み慣れ
た地域が暮らしやすい地域であるための仕組みづくりが必
要とされています。

生活支援体制整備事業による地域づくり
遠くまで
買い物に
行けないな…

出掛ける機会が
少なくなってきた…

高齢者にとって暮らしやす
い地域づくりを目指して、地
域の情報、課題を自由に話し
合い、地域で行える互助活動
の発掘や創出を担う場です。

自分が暮らす
地域に役立ち
たい！

生活支援
コーディネーター
「協議体」の運営と助け合
い活動を推進する「生活支援
コーディネーター」を設置し
ています。

5年後、
10年後
の自分達の
ためにも！

自分の住む地域で高齢者のサポートをしたい方

えがお

ご希望の方は、市販の履歴書に必要事項を記入し、
顔写真添付のうえ応募してください。
● 募集人員
● 職
種
● 雇用形態
●
●
●
●
●
●
●

賃
金
就業時間
就業場所
採 用 日
面 接 期日
面接会場
応募資格

重いものを運ぶのに
体が辛い…

生活上、困りごとを抱えた高齢の方

協議体

結城市社会福祉協議会
臨時職員募集

輝く結城と
地域福祉の
充実を進めます

● 応募方法
● 締 切 り
● 申込・問合せ

臨時職員1名
利用者の作業指導
週4日勤務（健康保険・厚生年金、
雇用、労働災害保険加入）
日額 6,400円
午前8時30分〜午後5時15分
障害者福祉センター
平成31年2月1日
（金）
随時
結城市役所駅前分庁舎
次のいずれにも該当する方
＊学歴：高卒以上、＊普通自動車免許、
＊心身共に健康で、社会福祉に熱意が
あること
本会事務局まで、持参又は郵送
平成31年1月26日
（金）
（当日消印有効）
結城市社会福祉協議会 総務係
〒307- 0001 結城市大字結城7473
TEL 33-0225 FAX 33-1037
※土・日・祝日は休みです。

老人大学
「県外視察研修」

平成30年度
（第49期）

結城市における生活支援体制整備事業

2019年
1月15日号

発行／社会福祉法人 結城市社会福祉協議会 茨城県結城市結城7473 結城市役所駅前分庁舎
TEL（0296）33-0225 FAX（0296）33-1037 URL http://www.yuki-shakyo.or.jp/

第12回 防災広場に参加しました
「災害ボランティアセンター設置訓練」
11月25日（日）結城市民文化センターアクロス

南側駐車場

▲ 防災士から、「災害時のボランティアで、気をつけること」などの説明を受ける学生・生徒の皆さん

本市における事業の中心を担っているのは、市内小学校
区ごとに設置された8つの「第2層協議体」です。「生活支
援コーディネーター」が運営を支援し、それぞれの地域課
題の抽出と解決策を話し合っています。また「第1層協議
体」では全域的な課題の抽出と解決策、行政施策とのすり
合わせなどを実施する計画です。

社会福祉協議会は、災害が起きた
時、ボランティアの受け入れ等を行
う「災害ボランティアセンター」を
設置する組織として位置づけられて
いるため、毎年、市の総合防災訓練
「防災広場」に参加しています。
平成30年10月19日（金）、6回目の講義と
して実施し、当日は30名の参加がありました。
千葉県の香取神宮や航空科学博物館を見学
し、車中では普段関わることの少ない他のク
ラブの会員さんとの活発な交流も図られ、有
意義な研修になりました。
老人大学は、今日の文化、経済、社会情勢
をよく把握し、健康で生きいきと明るく豊か
な生活を送ることを目的としています。

今年度も、民生委員児童委員協議
会、結城看護学校、結城第一高等学
校、結城第二高等学校の皆さんに、
「被災地のボランティアセンターに
申し込み、被災した方への支援を行
▲ボランティア連絡協議会による「避難所体験訓練」
段ボールベッドと簡易トイレを組み立てる一般参加の皆さん
避難所のプライバシーを守る組み立て式の間仕切りなども展示されました

うボランティア」という役でご協力
をいただきました。

会長あいさつ

会長 塩森

茂郎

市民の皆様には、希望に満ち
た新春をお迎えのことと心から
お慶び申し上げます。
旧年中は、本会の諸活動に特
段のご支援とご協力を賜るとと
もに、共同募金活動では、心温
まるご協力を賜り、深く感謝申
し上げます。

災害義援金へのご協力
ありがとうございました
【7月豪雨災害】
※受付期間終了
◆鈴木明美
◆辻堂コミュニティまつり
◆ふたば会
◆江川北小学校
（敬称略）

【北海道胆振（いぶり）
東部地震】
※受付期間3月31日まで
◆石川哲夫
◆ふたば会
（敬称略）

さて、少子高齢化と人口減少
が進む中、地域における助け合
い活動がますます重要になって
おります。
本会では、この活動を推進す
るため、市内8地区に第2層協
議体と称する情報交換の場を設
け、支援ニーズと地域活動の
マッチングやネットワークづく
りを進めております。
本年においては、関係機関と
連携しながら活動の強化を図る
所存ですので、市民の皆様のさ
らなるお力添えをお願い申し上
げます。
2019年も皆様にとって幸多
き年になりますようご祈念申し
上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

ご協力
ありがとうございました

演友会＆素敵な仲間たち

第24回カラオケ発表会

12月21日（金）南部中央コミュニティセンター

▲ 代表の中澤英雄さんと塩森会長

結城演友会が主催するカラオケ発表
会が、今年も130名を超える出演者によ
り盛大に開かれました。
毎年、その収益の一部を社会福祉事
業にご寄付いただいております。

小学生も頑張ります！

▲ サンタやトナカイに扮して、
これからプレゼントを配ります

▲ ハイ、チーズ
テーブルごとに記念撮影

障害のある方、ボランティア
等約270人が参加しました。
障害のある方にとって、楽し
みにしている行事の一つで、
「開会、閉会の言葉」や「乾
杯」を担当したり、プレゼント
を配るなど、役割を引き受ける
のも張り合いの一つになってい
ます。

江川北小学童クラブ

聖学院大学3年生の
田嶋洋介さんから実習の
感想をいただきました

同クラブの皆さんが、「江北
まつり」で開いた模擬店の収益
の一部をご寄付くださいました。

正

結城市お知らせ版12月1日号
において、
「栃歌協チャリティカ
ラオケ発表会

中澤英雄」と掲

載させていただきましたが、正
しくは「結城演友会チャリティ
カラオケ発表会
京三電機株式会社様（写真左）

に おいでよ！！
ほぺたんのクリスマス

12月1日
（土）市民情報センター

▲ ご来賓の皆さんも、
この後サンタになりました

訂

皆さんからお預かりした義援
金は、結城市共同募金委員会か
ら茨城県共同募金会に送金し、
各被災地の都道府県共同募金会
に送られます。

（子ども食堂）

10月14日（日）
文化センターアクロス大ホール

市民や企業の皆さんより、歳末
助け合い募金などたくさんの募
金とご寄付をいただきました。
集まった募金は、地域のため
に使わせていただきます。
【歳末たすけあい募金】
結城市共同募金委員会扱い
◆京三電機労働組合（古河市）
◆日立化成労働組合五所宮支部
（筑西市）

みんな が サンタ ほ ぺ た ん 食 堂
第27回障がい者週間クリスマス会
共同募金配分金事業

中澤英雄」の

誤りでした。
訂正し、お詫び申し上げます。

私は、10月4日〜11月15日の間
に社会福祉協議会で実習をさせて
いただきました。
実習中は、職員の方々から結城
市の概要、社協で行っている事業
について教えていただきました。
また、実際に利用者宅へ訪問し、
職員の方と共に支援を行い、障害
者福祉センターで、利用者さんと
共に作業をするなど、様々な体験
をさせていただきました。
私は、実習で学んだことを踏ま
えて、今後、地域で必要とされる
社会福祉士となれるよう努力をし
ていきたいと思います。

▲ゆうき子ども食堂の会の皆さん

今回は、クリスマスにちなんで、クリ
ームシチューやパン、から揚げ、ケーキ
の他に、皆さんに手作りしてもらう、折
り紙のツリーを用意して子どもたちを
待ちました。

【開催日時・場所】
・開 催 日
毎月第3金曜日 午後5時〜7時
・料
金
子ども100円 大人300円
・開催場所
南部中央コミュニティセンター

中学生の皆さんに
伝えたい
薬物乱用防止教室
11月1日
（木） 結城南中学校

結城市更生保護女性会、保護司
結城分区、茨城ダルク今日一日ハ
ウスが協力し、結城南中学校3学年
約130名を対象に、薬物の危険性
や防止の心得について等、講話を
交え実施しました。

弁護士による

法 律 相 談
日

時

毎月第2・第4金曜日
13時30分〜
15時30分
相談時間 一人30分
場
所 市役所駅前分庁舎
（しるくろーど3階）
※予約が必要です。
※相談は無料です。
※「秘密厳守」で対応いたします。
【予約及び問合せ先】
結城市社会福祉協議会
地域福祉課総務係
TEL 32-0225

