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　令和４年５月１４日（土）、佐貫西口支所にて『子育てサロン』を開催しました。

　ボランティアの「おもちゃライブラリー」による絵本の読み聞かせや新聞紙を使った遊びなどを行い、

その後、簡単な工作として鳴くカエルやウサギのカスタネットを作りました。

　参加者からは「楽しかった」「次も参加したい」と嬉しい声をいただきました。

２０２２．６発行だより

親子で遊ぼう♪「子育てサロン」～佐貫西口支所～

ゲコゲコ♪
かえるのおもちゃ作り

ビリ
ビリ

！
元気に

新聞紙を

もくじ

次回は、７月３０日（土）に開催予定です。

ママと一緒に
カワイイの作るよ～！



調理ボランティア「ききょうサークル」

令和４年春の褒章にて 緑綬褒章 を受章しました

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

(2)

　佐貫西口支所「まいりゅうサロン」は、龍ケ崎市社会福祉協議会の２つ目の支所です。

　１階は喫茶やおしゃべり、散歩の休憩などにご利用いただける「オープンスペース」、

２階は、地域の集まりやサークル活動など団体向けの「多目的室」を設けています。

　ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

　「ききょうサークル」は、昭和５４年より、ひとり暮らしの

高齢の方を見守るために、弁当を調理・宅配しているボラン

ティアサークルです。

　社会福祉協議会の事業である「ふれ

愛給食サービス」や「ふれ愛事業」な

どにおいて、調理をはじめとした様々

な協力をいただいています。

シニア向けスマホ教室

携帯電話をスマートフォンに変えた

ら使い方が難しくて困ったなぁ…。
という方に個別対応致します。

予約不要。お気軽にどうぞ。

龍ヶ崎おもちゃ病院

動かないおもちゃはありませんか？

子どもたちの壊れたおもちゃを治し

ます。

佐貫西口支所 （愛称 ： まいりゅうサロン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のご紹介

【開館日時】

月曜日～土曜日（祝日・年末年始を除く）

　１階オープンスペース　午前９時～午後５時

　２階多目的室（要予約・無料）

　　　　　　　　　　　　午前９時～午後９時

※多目的室の予約がない場合は、閉館時間が早まる

　ことがあります。

【多目的室のご利用に関して】

利用対象者：市内在住・在学・在勤の方で、成人を含む

　　　　　　５人以上で構成される団体

利用方法：１か月前より受付。予約状況を確認のうえ、

　　　　　申請書を提出してください。
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　２階　多目的室　１階　オープンスペース

　その他、 地域に密着した事業を行っています

開催：毎月第２・４木曜日

時間：午前１０時～正午

費用：無料

ＴＯＰＩＣＳ

龍ヶ崎おもちゃ病院

開催：毎月第４土曜日

時間：午前１０時から正午

　　　（受付終了１１時４５分）

費用：原則無料

※修理・修繕に使った部品の費用

（実費相当額）　は負担していただ

きます。

住所：佐貫町４８９番地２９

電話：０２９７－７５－６１１４

福祉の店
「まいりゅう」
始めました

クッキーやドライ

フルーツ、可愛い

雑貨などを

取りそろえ

てお待ちし

ております。

写真（左）弁当調理の様子
写真（右）萩原会長（市長）とききょうサークル
　　　　　の皆さま

◀コーヒー
　１杯１００円
　（税込み）



(3)

※ご協力いただきたい食品

　常温管理できるもので、未開封、賞味期限が２か月以上のもの。

　（缶詰、インスタント食品、レトルト食品など）

※展示は２０日間限定。生き物や食品、ＢＯＸに収まらない大きな物などは

 ご利用できません。

※リユーススペースへの展示は１か月以内。展示する際は、職員にお声掛け

　ください。

　令和４年４月２１日（木）、大昭ホール龍ケ崎（龍ケ崎市文化

会館）大ホールにて、令和４年度長寿大学の「入学式」と「４月

講座」を開催しました。

　４月講座「ウォーキングによる健康」では、講師による講話

やリズム体操が行われ、楽しく健康づくり体験を行うことがで

きました。　

■佐貫西口支所「レンタルＢＯＸもったいない」

　「もったいない」を減らそう。をコンセプトに、家で眠ったままに

なっている品物をレンタルボックス形式で展示し、無償で提供する

ためのスペースを設けています。誰かに有効活用してもらいたい品物

がある方は是非お寄せください。　

■元気サロン松葉館「もったいない♻リユーススペース」

　利用者さんの声からはじまった取り組みです。

　「まだ使えるけど自分では使わない物」を、机ひとつ分のスペース

に展示し、必要な方に自由にお持ちいただいています。

　その他に、読み終わった本をご提供いただき、他の方に読書＆貸し

出すスペースもあります。　

■フードバンク「きずなＢＯＸ（食品収集箱）」の設置

　「もったいない」を「ありがとう」へ。

　家庭で余分となってしまった食品を「きずなＢＯＸ」へ入れていた

だくことで、福祉施設や生活に困っている方に食の支援を行うものです。

令和４年度 長寿大学の入学式を開催しました

ＴＯＰＩＣＳ

社協のＳＤＧｓ　「もったいない」への取り組み

問

☎ ０２９７－６２－５８５１

総合福祉センター（長寿会連合会事務局）

令和３年度社会福祉大会

ボランティア　みんなでふかめよう　おもいやり　　　　　  大宮小学校　６年　関口　在

おもいやり　世界に広がれ　みんなの輪　　　　　　　　　　八原小学校　６年　石井　秀之介

テーマ「ボランティア活動」

ボランティア　えがおがいっぱい　町づくり　　　　　　　  城ノ内小学校　３年　長沼　靖和

おもいやり　形に表す　ボランティア　　　　　　　　 　　 愛宕中学校　３年　森下　咲良

繋いでみよう　自分と地域の　絆の輪　　　　　　　　　　　長山中学校　２年　菅野　壱柊

※学校・学年は令和３年度のものです

標語入選作品ご紹介

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された、

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

・市役所 1階ロビー

　（エレベータ脇）

・地域福祉会館

・社協中央支所

・元気サロン松葉館

設置場所（４か所）

食料寄付にご協力を
お願いいたします。

現在も参加者を募集しています。
興味のある方はお問い合わせください。



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）

(4)

ボランティアだより 

ボランティア掲示板

かんたん
ワンポイント手話

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

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。

覚えよう

「はじめます」

手のひらを前に向け、

扉が開くイメージ

で左右に広げる。

★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。

龍ケ崎市読書会連合会

問

part5

指を上に向け、

指先をすぼめながら

下におろす。

　

豆知識

　　龍ケ崎市立中央図書館

　　☎ 0297-64-2202

歴史ある文学に触れる

ふれ愛広場「古本市」は大盛況！

文学散歩の様子（足利学校）

　　“社会を明るくする運動”とは？

犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした

人たちの更生について理解を深め、それ

ぞれの立場において力を合わせ、犯罪や

非行のない安全で安心な明るい地域社会

を築くための全国的な運動で、令和４年

で７２回目を迎えます。

～犯罪や非行を防止し

　　　立ち直りを支える

　　　　　　　　地域のチカラ～

“社会を明るくする運動”
　７月は強化月間です

龍ケ崎分区保護司会
龍ケ崎市更生保護女性会

ご案内

龍ケ崎地区更生保護サポートセンター

☎　０２９７－６２－１１５６

問

知っていますか︖
　　福祉のマーク

part2

　下記のようなクローバーが描かれた

マークを見かけたことはありますか？

　　身体障害者標識（身体障害者マーク）

肢体不自由であることを理由に、

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、このマークを付けた車への

幅寄せや割り込みは禁止されています。

「おわります」

文化講演会の様子

定例音読会

文学散歩

古本市、バザー等

会員誌『花壇』

龍ケ崎市文化講演会

各回ごとに担当グループがテキストを選び、読書会を開催

しています。　(年３回程度 )

文学・歴史に関わる場所を訪ね、作者や作品の背景に思い

を巡らせ、理解を深めています。

ふれ愛広場で「古本市」などを出店。

収益金を寄付しています。

会員の寄稿により毎年発行。

また、５年に１度記念誌 『手とぼし』 を刊行しています。

龍ケ崎市教育委員会と龍ケ崎市立中央図書館の共催で年に

１度、文化講演会を開催しています。

会員募集中

Q.

A.

市内に在住・在勤の方なら

どなたでも入会できます！

お気軽にお問い合わせください。

　龍ケ崎市読書会連合会は昭和５３年に結成し、今年度で結成４５周年を

迎えます。

　現在４１人の会員がおり、５つのグループで、読書活動やボランティア

活動を行っております。

「クローバーマーク」

や 「四つ葉マーク」

と呼ばれています。



美化活動 健康マージャン交流大会

高齢者作品展

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）

(5)

～私たちの地域をもっと住みよくするために～

かんたん

①　★を混ぜ合わせる。

②　①に卵をよく混ぜる。泡立てないように混ぜ

　　ると、きれいに焼くことができます。

③　醬油と塩を少しずつ入れ、好みの味にする。

④　卵焼き器に油（分量外）を引き、③を数回に

　　分けて焼く。焼く前に、その都度卵液を混ぜ

　　ると◎

⑤　完成！

　　

京風だし巻きたまご

No.45

ふれ愛キャラクター
　　ＡＩちゃん

材料（１本分）

卵　　　　　……　４個

　 水　　　 ……　１２０㏄

　 だしの素 ……　小さじ１

　 片栗粉　 ……　小さじ１

薄口醤油　　……　小さじ1/4～1/2

塩　　　　　……　ひとつまみ

【栄養成分】　

エネルギー

たんぱく質

脂 　 　 質

炭 水 化 物

塩　　　分

３２３kcal

２８．８ｇ

２０．８ｇ

　４．４ｇ

　２．９ｇ

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、食に関する

　活動を行う、「アミューズ」

　より提供いただきました！

　アレンジも楽しい京風卵焼き。

　ぜひお試しください！

龍ケ崎市長寿会連合会
問

　健康長寿を目指して！

（１本分）

龍ケ崎地区

大宮地区

長戸地区

八原地区

馴柴地区

北竜台地区

龍ケ岡地区

川原代地区

北文間地区

根町寿会、田町長寿会、横町長寿会、城下フレンド会、緑町新寿会、米町長寿会、新町長寿会、

上町いきいきクラブ、下町東長寿会、下町上ひな菊クラブ、砂町長寿会、高砂長寿会、直鮒長寿会、

出し山龍山クラブ、野原町あけぼの会

宮前長寿会、久夫若人長寿会、戸張健康クラブ、小山丁長寿会、宮渕上長寿会、宮渕下長寿会

塗高長寿会、薄倉町ことぶきクラブ、大塚町豊友会

下八代長寿会、中八代いきいきクラブ、貝原塚長寿会

佐貫昭和長寿会、小通幸谷むつみ会、馴馬長寿会、南中島みどり会、佐貫台長寿会、マンハイム佐貫長寿会

佐貫あさまがうら長寿会、佐貫梅香園長寿会、川崎町はなみずき会、若柴長寿会、佐貫わかさ長寿会

松葉長寿会、長山長寿会、中根台久保台長寿会、平台ふれあい会

城ノ内長寿会、藤ヶ丘あすなろ会、松ヶ丘ほのぼの長寿会、白羽長寿会

中部長寿会、姫宮長寿会、知手長寿会

豊田長寿会、長沖新田長寿会、南が丘スマイルクラブ

総合福祉センター

パンにもよく合う♪

　龍ケ崎市長寿会連合会は，高齢者の知識や経験を活かし，生きがいと健康づくり

のための活動を通し，明るい長寿社会づくりを目的とした自主的な組織として、昭

和３９年に創立しました。

　市内各地区の５２の長寿会（単位長寿会といいます）により構成されています。

主な活動は、文化活動（長寿大学の開催・高齢者作品

の展示・健康マージャン交流大会）と体育活動（各種

スポーツ大会の開催）を実施しています。

　また、地域における住民同士の交流活動や、子どもの

見守りなどの世代間交流、総合福祉センターの美化活

動などのボランティア活動も積極的に実施しています。

☎ 0297-62-5851

会員募集中︕



(6)

令和３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　５，７９６人　　・相談・紹介　１１件

〇福祉出前講座　・１９件（延講師派遣５９人）・備品貸出　７件

〇ボランティア講座　

　・音訳講座（１０月～令和４年２月　全９回）　　５人参加

　・ボランティア入門講座（令和４年３月１９日）１６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 ・行事保険　１１件

　・送迎サービス保障　１件　・福祉サービス保障　８件

〇ボランティア活動育成事業　助成件数　５件

〇青少年ボランティア育成事業（１１月３日、２７日）

　・ジュニアボランティアスクール（市内小・中学生対象）１７人

　・高校生ボランティアスクール　２１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（令和４年３月５日）　

　・社会福祉功労者表彰　３３件　　・善行青少年表彰　該当なし

　・社会福祉協力感謝　　　４件　　・標語入選者表彰　１７件　

〇いきがい交流事業

　・季節交流会（１２月１０日）　１６人

〇在宅福祉サービス事業（家事援助等）

　・登録人数　利用会員　８人，協力会員　８人

　・活動状況　訪問回数　８９回，延時間数　８９時間　　　

〇善意銀行運営事業

　・高等学校入学準備金の支給　７件　

　・NPO法人フードバンク茨城への支援

〇地域ケアシステム推進事業

　・ケース検討会議　　　　１０回　・在宅ケアチーム数　８チーム

　・ケース訪問回数　延べ　６８回　・相談件数　　　延べ１６４回

〇元気サロン松葉館運営事業

　・はつらつサロン参加など　　延べ　８，９７６人

〇敬老会事業　式典中止※，記念品のみ配付

　・対象者　１１，２４８人

〇交流サロンりゅう運営（中央支所内）

　・中央支所　　　　　　　 ２７９人利用

　・交流サロンりゅう　 ３，４１２人利用

〇災害見舞金　　１件支給

〇交通遺児支援事業　　該当なし

〇福祉機器，福祉車両貸出　

　・車椅子　　　　　　１３２件　　　・福祉機器　１５件

　・車椅子用福祉車両　　３５件　

〇生活福祉資金貸付　

　・相談　１，４２３件　・申請　５６３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　　３０件

　・フードバンク（食料提供　６７件、寄付受付　９９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（６・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※　　

　・あなたの川柳募集　　　　　１１６作品応募

　・健康マージャン交流大会　　中止※

　・高齢者スポーツルール研修会　　中止※

　・第６０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）

　・サロン　　　　 延べ　　９１７人利用

　・支所　　　　　 延べ１，２８２人利用

　・談話室　　　　 延べ　　８４５人利用

　・多目的室　　　 延べ２，８８４人（１８３団体）利用

〇障害福祉サービス事業所ひまわり園　

　・延べ９，６６７人利用

　・日中一時支援事業　延べ１，４３８人利用

〇ふるさとふれあい公園運営事業

　・クラブ活動延べ利用　１，５７９人　・アトリエ　　　　　　　　５７２人

　・ゲートボール場　　　２，２４８人　・多目的グラウンド　　２，６８６人

　・ディスクゴルフ場　　４，９３１人　・野外ステージ　　　　７，５８０人

　・グラウンドゴルフ場　３，８９９人　・バーベキューエリア　　　１８１人

〇障がい者自立化支援事業

　・福祉の店ひまわり　実習生　５人

　・Ｃａｆｅたつのこ　実習生　２人

　・福祉の店りゅう　　実習生　４人

　・福祉の店移動販売　実習生　５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２，０２７人利用

〇指定特定相談支援事業

　・契約者　１２６人　・サービス計画案作成数　６３件　

　・モニタリング報告書作成数　２４０件　・集中支援　３９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　７４件

〇ふれ愛給食サービス事業

　・１６１人へ宅配

〇ふれ愛会食会事業 会食会は中止※　菓子宅配と保育園児との創作物交流

　・１４３人へ宅配

〇歳末ふれ愛訪問事業（１２月２２～２４日、２７日）

　・１４９人へ宅配

〇総合福祉センター運営事業　利用者　延べ１８，１８４人

　・クラブ活動利用者　　　　　　　　延べ　２，１７６人　

　・団体活動利用者　　　　　　　　　延べ　３，４０３人

　・いきいきヘルス体操参加者　　　　　　　　　１６３人　

〇高齢者スポーツ大会　中止※

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（１１人利用）

〇手話入門講座（１０月９日～１２月４日　全８回）６人参加

〇チャイルドシート等購入助成事業　３０件

〇親子創作教室

　・陶芸教室　１３人，　絵画交流会　６人　　

〇心配ごと相談（毎月２回）　２５件　

〇法律相談（毎月２回）　　　５９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１２日）

　・障がい児・健常児　　　１８人

　・青少年ボランティア　　１３人

　・ボランティア　　　　　３７人

〇イベント用品貸出　４３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。



令和３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、５,６１４,８１５円 の会費

をいただきました。

　また、企業・団体の方々から、  ６２７,０００ 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4年2月26日～3月31日現在

令和3年12月 24日～令和4年5月24日現在

【令和３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４年度におきましても、皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

城南中学校

匿名１件

(7)

茨城県退職公務員連盟
 龍ケ崎支部

根本　仁

明治安田生命竜ヶ崎営業所

セブン‐イレブン・ジャパン

【寄付品】
根本　仁

井本　剛司

龍ケ崎市商工会
 チャリティーゴルフ実行委員会

アクティ佐貫自治会

匿名２件

【寄付金】 【善意銀行】
竜ヶ崎第二高等学校第 15 回卒業
 （昭和38年）3年 3組クラス会

龍ケ崎ライオンズクラブ

善意銀行で皆さまの善意を形にします
　当協議会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めるため、市民の皆さまの

善意に基づき寄せられた金品を、「善意銀行」としてお預かりしています。

　預託・配分にあたっては、昨今の、新型コロナウイルス感染拡大の影響により困窮されて

いる方をはじめ、支援を必要とする方々のために活用させていただいております。

　皆さまの「善意」を、ぜひお寄せください。

たてのカギ

クロスワードパズル　３月号の答え　「うぐいす」　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
福祉の店りゅう

※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１５日(金）必着

応募方法

賞品提供

よこのカギ

 1 一緒に物事に取組む人。同志。　　

 4 ツルが特徴的な夏の花「〇〇顔」 

 5 利根川につながる「〇〇〇川」

　　龍ケ崎市と取手市の境に流れている。

 6 夜の空に浮かぶもの。地球の衛星。

 7 学校を英語で何という？

 8 砂漠で荷物を運ぶ動物。背中にコブがある。

 

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 にして

いただきますようお願いします。

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 暑い日の休暇。宿題は計画的に！

2 甘いシロップがよく合う「〇〇氷」

3 トマトやナスなどの「夏〇〇〇」

4 社会を〇〇〇〇する運動（ヒントP4）

5 シュワっとはじける黒い飲み物。 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

〇 〇 〇 〇 

（龍ケ崎市 2899）

ＱＲコードからも

応募できます！

正解者の中から抽選で５名様にシャインマスカットをプレゼント！

3

4
（生産者・織原様ご提供）

［収入］ （単位：円） ［支出］ （単位：円）

サービス区分

会費収入 6,241,815 法人運営事業 143,616,741

寄付金収入 407,489 企画広報事業 672,488

補助金収入 ボランティアセンター事業 1,110,509

（交付金・助成金・共同募金 ふれあいのまちづくり事業 3,205,588

配分金を含む） 地域福祉推進事業 4,020,909

受託金収入 55,455,897 共同募金配分金事業 3,469,280

貸付事業等収入 540,000 いきがい交流事業 38,772

事業収入 13,102,075 在宅福祉サービス事業 79,011

就労支援事業収入 2,523,612 地域ケアシステム推進受託事業 3,482,000

障害福祉サービス等事業収入 109,698,850 元気サロン松葉館運営受託事業 2,748,897

受取利息配当金収入 2,499 敬老会事業 6,059,000

その他の収入 2,322,903 総合福祉センター運営事業 36,406,000

- 地域福祉会館管理事業 3,284,000

15,279,705 佐貫西口支所運営事業 7,429,017

76,005,949 障害福祉サービス事業所ひまわり園運営事業 71,054,583

合　計 436,116,365 障害福祉サービス事業所あざみ運営事業 25,186,693

特定相談支援事業 5,091,478

ふるさとふれあい公園運営事業 12,819,000

障がい者自立化支援事業 15,179,874

　　合　計 344,953,840

当期末支払資金残高 91,162,525

事業活動収入

施設整備等収入

その他の活動収入

前期末支払資金残高

154,535,571

お寄せいただいた寄付金・寄付品は、

社会福祉協議会の事業にて有効に活

用させていただきます。

【写真】セブン‐イレブン・ジャパン様より

いただいた寄付品を、ふれ愛給食サービス

をご利用の方へお渡ししました。

※写真はイメージです。

天候により、他の農作物に

変更する場合があります。



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）

☎ 0297-６２-５８５１

☎ 0297-６２-７６２８

・総合福祉センター 

・ふるさとふれあい公園 

☎ 0297-６４-２７７２
・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） ☎ 0297-66-6422

☎ 0297-62-5176

Fax　0297-６２-５５７５ Fax 0297-６２-７７８９

0297-６４-４３３５

0297-75-6114

・中央支所
☎/Fax

☎/Fax

龍ケ崎市社会福祉協議会　連絡先

事務局
◎

（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） 【ニューライフアリーナ龍ケ崎（たつのこアリーナ）内】

土曜も
営　業

土曜も
営　業

土・日も
営　業

土・日も
営　業

・Ｃａｆｅたつのこ

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。

チャイルドシート購入助成金

　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

5日(火),19日(火)

2日(火),16日(火)

6日(火),20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

８月

７月

９月

７月

８月

９月

送迎ボランティアを募集しています︕

ご案内
シルバーカー購入助成金

　龍ケ崎市森林公園（泉町 1966）内にある「福祉の店ひまわり」に従事

している障がいのある実習生の、送迎ボランティアを募集しています。

募集中

 8日(金),22日(金)

12日(金),26日(金)

 9日(金),30日(金)

★月に１回でも大丈夫。都合の良い日のみの参加も可能です！

★送迎車は普通自動車免許で運転できます。

お気軽に
　お問い合わせください♪

弁護士

高齢の方の外出を支援します！皆さまの子育てを応援します！

対象者

助成額

申請に

必要な物

市内にお住いの未就学児の保護者

①領収書　②印鑑

③お子様の住所・年齢が確認できる

　母子手帳や保険証など

購入金額の１/２ ※上限５,０００円

対象者

助成額

申請に

必要な物

対象商品

市内にお住いの６５歳以上の方

①領収書 ②印鑑 ③保険証など 

購入金額の１/２ ※上限５,０００円

※代理申請の際には、代理人の印鑑も

　ご持参ください。

・歩行を助ける手押し車（４輪以上）

・荷物収納ができ、座面があるもの
助成金交付は、１世帯につき１回のみ

とさせていただきます。

◎申請場所は、社会福祉協議会事務局と

佐貫西口支所の２か所です。
社会福祉協議会 ☎ 0297-62-5176問

社会福祉協議会

☎ 0297-６２－５１７６

問

土曜も営業

問 中央支所 ☎ 0297-64-4335


