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赤い羽根

共同募金実績報告 ご協力ありがとうございました
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募金運動には、多くの市民の皆様にご参加をいただ

平成28年度募金合計

きました。募金してくださった皆様、募金にご協力

（募金の種類別内訳）

ただいた協力店様や事業所様、各地区の皆様、あり

・団体を顕彰し、映画“校庭に東風（こち）吹いて”を記念上映します。
原作は小学校教員の経験を持つ柴垣文子の同名小説。家庭では話せるのに、学校や幼稚園などでは話したくて
も話せなくなる｢場面緘黙（かんもく）症｣の疾患がある少女や様々な問題を引き起こす少年など、子どもたちの

行政区､自治会での地域募金(38地区) １,１２４,８５１円
飲食店･商店･医療機関等募金箱(242か所) ５３０,３４９円

がとうございました。
神栖市社協は２月18日(土)に福祉感謝会を開催し、神栖市内において社会福祉活動に関し功績のあった個人

２,０３１,３０５円

職域募金(40か所)

２３９,６５０円

内で実施される小中学校等での福祉教育出前講座、

街頭募金、市内イベントでの募金

１０１,３５８円

医療･福祉分野に関心のある高校生を対象とした進路

３５,０９７円
赤い羽根自販機での募金(市内１か所)
※平成29年1月24日現在の実績です。

募金は29年度の茨城県全体の福祉の充実と神栖市

アシストカレッジ等に活用させていただきます。

悩みや苦しみに寄り添い、子どもと共に生き、子どもへの愛情を貫いた教師の感動の物語です。
本映画は昨年9月に公開されたばかりの新作です!!多くの皆様のご参加をお待ちしています。

神栖市社会福祉協議会 福祉感謝会
土

社協の募金箱を、市内100か所の店舗・事業所様のご協力により、新たに神栖市内
各所に設置させていただきました。この募金は、神栖市社協が実施する地域福祉事業
に活用させていただきます。外出先でオレンジ色のステッカーを貼った募金箱をご覧に
なりましたら、ご協力をお願い申し上げます。

募金箱設置店（敬称略、順不同）
炭火焼工房 宝山 卯月酒店
クレセントホーム
桝屋
すばる書店
金豚(ゴルトン)
児玉医院
泉ハウジング
マラッカ
新扇歯科医院
きさき保育園

☆お電話にて事前にお申し込みください。
（C）2016「校庭に東風吹いて」ゴーゴービジュアル企画

電話：0299-93-0294
神栖本所 地域福祉推進センター
担当：三浦・荒井

三木知世（沢口靖子）は、転勤で小学3年のミチルのクラスを担当する。｢場面緘黙症｣の疾患を持つミチル
に、知世は共感と愛情をもって接する。同じクラスに、問題行動の多い安川純平がいる。離婚した母親の理恵

社協神栖本所
紺のれん神栖店
めん丸神栖店
ゆきむら亭神栖店
そば処砂場
タヤ畳店

息栖薬品
柏木川魚店
ワーズワース
チェレステ
鹿島臨海スポーツ 荒井商店
ラーメン純輝神栖店 丸山歯科医院
城之内医院
小美や
磯料理 海山
カムラ薬局
おらが村
ちあふる
白十字総合病院
花泉
ミゾグチフーズ
波崎西児童館
かしまなだ診療所
和食や山いち
じごいもの豚
神栖済生会病院
オオタ靴店
プライムリブ
マサキヤ(お弁当) アトンパレスホテル
フィッセル（パン店）
鹿島志波田
東京食堂
味処 河童
いずみそば屋
(孫)池田商店
信州そば三城
居酒屋 仙人
おもちゃのミヨヒコ クロワッサン
パティシエール
なかのそばや

山崎屋酒店
堀口商店
横浜屋商店
潮風の郷
めん丸波崎店
御食事処 とんとん
和風レストラン三金
Flowersʼ TIHANY
鹿南石油
マリンピア神栖
酒のサイガ土合店
ひより（居酒屋）
又兵衛土合店

二八そば越後
矢田部公民館
丸竹鮮魚店
美容室ハーモニー
鈴嘉旅館
ピザハウスのっぽ
若松児童館
チロル美容室
そば処 嵯峨野
瀬尾本店
若松公民館

お問い合わせ … 社協地域福祉推進センター 電話：0299-93-0294 担当:名雪(なゆき)

と純平は父親の借金を背負い貧しい生活を送っている。教室に飛び込んできた青いインコを巡ってミチルと純
平は幼い友情を芽生えさせる。しかし、ある日インコが逃げ出したのをミチルのせいだと誤解した純平はミチ

整形外科・内科・精神科・心療内科

児玉医院

ルを責めてしまい、ショックを受けたミチルは不登校になってしまう。様々な問題に奔走する知世は、子ども
たちの〈涙〉を〈希望〉に変えることができるのだろうか。
※

この募金箱はＪＦＥ条鋼(株)鹿
島製造所より寄贈されました。

ばんなん白光園・ケアハウスばんなん賀
白寿荘・神栖訪問看護ステーション
白十字看護専門学校・白十字保育園

もの忘れ・認知症外来・認知症リハビリテーション
児童精神・各種メンタルケアのご相談
ＴＥＬ ０２９９−９３−１１７７

かみす社協ニュース
第229回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

「いつかは聞きたい！」が気軽に聞ける身近な勉強会

知ってて安心！もしも…に備える
「相続・遺言・任意後見制度の知識」

開催！２月のわくわくサロン､子育てサロン

２月２３日(木)
午後１時30分〜
午後３時30分
保健・福祉会館 集会室Ｂ

わくわくサロンみもざ

相続や遺言はʻ資産家など特定の人だけ必要なことʼと思っていませんか。司法統計によると、家庭裁判所
への相続に関する相談や裁判は資産の大小にかかわらず、むしろ一般的なご家庭からの相談が増えています。
｢大切な家族に安心して仲良く暮らしてほしい｣｢面倒を見てくれた人に遺産を残したい｣といった思いを、確
実に伝える方法の一つに遺言があります。遺言書には、自分で遺言の全文を自書する「自筆証書遺言」や公証
役場で作成される「公正証書遺言」などがありますが、記載事項等は法律により厳密に決められています。
また将来に備える制度として、判断能力があるうちに、自分が認知症などにより判断能力が不十分になった場
合の希望する生活や財産管理などを信頼できる人に依頼しておく“任意後見制度”があります。
今回の勉強会では、法テラス茨城の弁護士をお招きし、よくある相続のトラブルや実際に起きた裁判の事例を
紹介頂いた上で、相続の基本的な考え方や遺言書の種類及び作成上の注意点、任意後見制度の概要についてお話
いただきます。大切なご家族のためにも、元気なうちから遺言や相続について考えてみませんか。

障害者デイサービスセンターのぞみ
障害者デイサービスセンターのぞみは、障害のある方が、入浴や食事、レクリエ
ーションなど、日中の時間を安心して過ごしていただける通所施設です。
のぞみの入浴設備は、ご利用者の身体の状態に合わせて、座った状態のまま入浴
脱衣所や浴室は、四季折々の飾り付けで彩られています。湯船には、菖蒲や柚を

☆寄付金預託☆

合計951,093円 ☆物品預託☆

神栖陶好会
芸術祭編み物展
しおさいクラブ
波崎キリスト教会
かみす聖苑管理組合

15,000円
5,817円
5,000円
10,000円
100,000円

波崎明るい社会づくりの会
10,000円
化学総連茨城地方連絡会議
249,971円
精神保健デイケアほのぼの
3,219円
JXエネルギー労働組合鹿島支部 25,000円
匿名４件
519,459円

快適な入浴サービスで障害のある方の充実した生活をサポート

できるものと、横になった状態のまま入浴できるものと２種類あります。

たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました
茅原一美
大久保マユミ
ベルの会
かみすシニアハイキングクラブ
関西エックス線㈱鹿島営業所 匿名４件
髙安静枝(

鹿島加工サービス㈱(切り餅140袋)
㈱ティーエムエアー(有機肥料24.2㎏)

5,000円
261円

長谷川裕之(未使用ハガキ)
匿名(未使用ハガキ)

1,560円
鹿島南共同発電㈱
(
ダイヤリックス㈱鹿島支社
806円 上野政美
大久保マユミ
鹿島石油㈱鹿島製油所
萬徳寺保育園
㈲鹿島トーヨー建創
三国屋建設㈱
㈱ティーエムエアー 匿名５件(
かみすシニアハイキングクラブ 匿名５件

なごみ会
萬徳寺保育園
特別養護老人ホームしおさい苑

お好みで、歌謡曲や演歌、アニメソングなどを流し、五感で楽しんでいただけるよ

)

島田イサヲ(車いす1台)
大久保マユミ(
)
友友会(タオル10本)
日本乳化剤㈱(タオル33本)
㈲鹿島トーヨー建創(タオル34本)

神栖文化協会着装連盟
神栖市社協波崎支所窓口募金

個室に区切られた脱衣場

浮かべ、時にバラやハーブなどの香りを楽しみながら入浴できます。また利用者の

なごみ会
上野政美
ベルの会
特別養護老人ホームしおさい苑 友友会
㈲スインクオート・タヌマ 菅崎牛乳店
ダイヤリックス㈱鹿島支社 大勝建設㈱
三国屋建設㈱
神栖文化協会着装連盟
三菱化学㈱鹿島事業所
日本乳化剤㈱
鹿島石油㈱鹿島製油所
萬徳寺保育園
日本水産㈱鹿島工場
㈱斉藤材木店
㈱泉ハウジング
㈲鹿島トーヨー建創
鹿島食品㈱振興会
神栖大野原郵便局
㈱ティーエムエアー
鹿島サンケン㈱
神栖法律事務所 弁護士 安重洋介
かみすシニアハイキングクラブ
関西エックス線㈱鹿島営業所 匿名７件

)
(

)

匿名２件

う工夫しています。
ご利用者からは、「浴室や脱衣所が一人ひとりカーテンで区切られ、プライバシ
ーに配慮されていて安心しています。」「浴室がリラックスした空間で職員の介助

な

に身を任せています。」「湯船につかり身体を温めることで、こわばった手足の動
きが良くなってきた気がします。」など好評をいただいています。

横になった状態のまま入れる浴槽

神栖市デイサービスセンターのぞみ【生活介護事業所 定員20名】
のぞみでは利用者を募集しており、見学や体験利用も随時お受けしています。また、職員が訪問してサービ
スの説明させていただくこともできます。下記までお気軽にお問い合わせください。
お問合せ………電話：0299-93-1063 担当：萬代(ましろ)
場
所………神栖市溝口1746-1 神栖市保健福祉会館 １階
開所日時………月曜日〜土曜日 午前9時30分〜午後3時30分（12月31日〜1月１日、日曜日除く)
利用できる方…市内在住の18歳以上の身体･知的･精神障害者で、障害福祉サービスの支給決定がされている方

をありがとうございます

12月16日、化学総連茨城地方連絡会議様から寄付金
249,971円をいただきました。お寄せいただいた善意

12月16日、鹿島加工サービス株式会社様から｢切り
餅140袋｣を寄贈していただきました。

は神栖市社協が実施する

お寄せいただいた切り餅

地域福祉事業に大切に活用

は市内の福祉団体や福祉施

させていただきます｡

設の皆様に送られました。

化学総連茨城地方連絡会議の

鹿島加工サービス(株)佐藤社長

皆様。社協保立会長（写真右

(写真右)へ、社協高安常務理事

から３番目）を囲んで。

から善意の証をお贈りしました｡

