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令和元年度ひたちなか市地域介護ヘルパー養成研修
知っておきたい 介護の基本」
「家族の介護に役立てたい」、「地域のサロンのボランティア活動のために学びたい」など介護における基
本的な知識や技術を学ぶ研修です。
【日 程】 6/12㊌～7/4㊍のうち 8 日間 計 22 時間
【時
【場
【内

間】 一日あたり 2～3 時間程度
所】 市総合福祉センター（西大島）ほか
容】 介護概論、家事援助の方法、介護技術入門、利用者の理解、医学の基礎知識、福祉の
制度とサービスなど
【対 象】 15 歳以上の市民で、全日程受講できる方
【申込み・問合せ先】
【申込受付】 5/13㊊～5/23㊍※平日のみ
市社会福祉協議会 地域福祉係
【申込み・問合せ先】 社協窓口または電話でお申し込みください。
TEL：274-5135
FAX：275-0606

受講者募集

ファミリー・サポート・センター研修会

窓口・電話・FAX でお申込み下さい
（窓口・電話は平日のみ）

地域のサポートをしてみませんか？
ひたちなか市ファミリー・サポート・センターとは・・・
育児の手助けを受けたい方や高齢者・心身に障がいのある方で生活の支援を受けたい方（利用会
員）と、お手伝いをしていただける方（協力会員）をつなぐ会員組織です。
【日 程】 7/10、7/19、8/23、9/10、9/24、10/11
ほか福祉施設での現場見学・実習７月下旬から 10 月上旬の期間の１日間
【場 所】 市総合福祉センター（西大島）ほか
【対 象】 ファミリー・サポート・センターの協力会員、またはこれから協力会員として活動を希望する
２０歳以上の方
【申込受付】 6/3（月）～随時
【申込方法】 社協窓口または電話・FAX
※協力会員として登録後、活動した方には 1 時間の活動につき 700 円の活動費をお支払いします

障害者レクリエーションスポーツ大会
【日
程】
【場
所】
【内
容】
【締
切】
【申込み先】

6 月 29 日（土） 8：00～12：30
松戸体育館（松戸町 2-6-1）
障害者（児）が参加するレクリエーションスポーツ大会での、参加者との交流や運営の手伝い

6 月 7 日（金）
市社会福祉協議会 地域福祉係 ＴＥＬ：274-5135 FAX：275-0606

新しい補助金のご案内

ひたちなか市合理的配慮推進事業補助金
～スロープの設置や筆談ボード購入などを支援します～
障害があっても利用しやすいお店をつくるための補助制度です
【利用できる方】
○市内で商店や飲食店など、不特定多数のお客様が利用する店舗等を経営している事業主の方
○市内で活動する自治会やボランティア団体等
【補助の内容】 ※購入・工事費の２分の１は自己負担となります。
①コミュニケーションツールの購入【最大３万円】
点字メニューの作成やコミュニケーションボードなど
例：★購入額 24,000 円の場合→12,000 円の補助が受けられます
②合理的配慮推進物品の購入【最大 10 万円】
筆談ボード、簡易スロープ、ローテーブル、難聴対応スピーカーなど
例：★購入額 200,000 円の場合→100,000 円の補助が受けられます
③合理的配慮推進工事の施工【最大 20 万円】
障害者対応トイレへの改修、手すり・スロープの設置、点字シートなど
例：★工事費 500,000 円の場合→200,000 円の補助が受けられます
◎例示した以外でも、障害者の方が使いやすい設備への変更や物品購入が対象となる場合も
ありますので、障害福祉課までご相談ください。
【手続きの方法】
購入や工事実施の前に、市役所に申請→物品の購入や工事の実施→納品書・請求書等必要書類
の提出→補助金の交付
【ご相談窓口】 ひたちなか市役所障害福祉課 電話 ２７３－０１１１ （内線 ７２１１～７２１４）

☆☆たとえばこんなものがあります☆☆
○
○
○
○
○

コミュニケーションボード
点字メニュー
筆談ボード
点字誘導シート
難聴者用スピーカー

助成金のお知らせ ３件
①木下財団

助成募集

詳細は各 HP ご覧ください
【目
的】 障がい者支援団体への助成
【助成対象】 助成対象
１．原則として障がい者支援を行う非営利の民間団体であり、グループホーム、地域活動支援センター、就労継続支
援 A/B 型などの社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動など）、またはそれに準じた事業を行う、規模の小さな
団体や NPO 法人等の団体を対象とします。
２．環境整備のための施設改修等の工事、設備・備品等の調達に必要な資金の一部を助成します。
３．関東１都６県（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬）にあること。ただし、対象地域外であっても東京から在来線
で 2 時間程度であれば例外とする場合もある。
４．１団体内で１施設に限ります。
【助成金額】 助成金額：総額 800 万円
助成限度額：一件あたりの限度額 25 万円
【申込期間】 2019 年 5 月 1 日～6 月 7 日（必着）
【申し込み・問い合わせ】 社会福祉法人 木下財団 （http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/subsidy/）
〒104-0042 東京都中央区入船３-２-７ 第２明治ビル６階
TEL 03-6222-8927（9：00～17：00） FAX 03-6222-8937

②太陽生命厚生財団

社会福祉助成事業
【目 的】 社会福祉に関する事業や研究に対して助成事業
【助成対象】 ＜ボランティアグループ等が行う事業への助成＞
ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動を行うために必要な費
用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成する。
【助成金額】 1 件 10 万円～50 万円
【申込期間】 2019 年 6 月末日〆切
【申し込み・問い合わせ】 公益財団法人 太陽生命厚生財団 [事務局]
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4 太陽生命大森ビル
TEL・ＦＡＸ：03-6674-1217

③子どもゆめ基金助成金／子どもの体験活動・読書活動
【目 的】 子どもの健全な育成を目的に子どもの体験活動や読書活動の振興に取り組む団体が助成の対象。
【助成対象】 (1) 子どもを対象とする体験活動や読書活動
①自然体験活動②科学体験活動③交流を目的とする活動④社会奉仕体験活動⑤職場体験活動⑥総合・その他
の体験活動⑦読書活動
◆フォーラム等普及活動
体験活動や読書活動の振興方策等を研究協議するフォーラム、体験活動や読書活動の普及啓発を図る講演会など。
◆指導者養成
体験活動や読書活動の指導者・ボランティアとして活動する方を養成する研修会、すでに指導者やボランティアとして
活動している方のスキルアップを図る研修会など
【助成金額】 1 件あたりの上限額： 6,000,000 円
【申込期間】 2019 年 5 月 1 日～2019 年 6 月 18 日〆切
【申し込み・問い合わせ】 独法）国立青少年教育振興機構 関連 URLhttps://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ TEL：03-5790-8117，8118（子どもゆめ基金）
子どもゆめ基金フリーダイヤル（無料）0120-579-081（平日 9:00～17:45） FAX： 03-6407-7720

災害ボランティアセンターより
2019 年ひたちなか市災害ボランティアネットワーク事業
ひたちなか市社協では、平常時から各団体と顔の見え関係づくりとして会議を開催したり市民の防災意識
を高めるための講座等を行っています。今年度は災害ボランティアセンター設置訓練、防災講座等を企画
しています。
今年度の予定
●６月２日㊐ 災害ボランティアセンター設置訓練
●７月１３日㊏ 避難行動訓練「EVAG」体験講座
防災教育教材「体験・参加型のシミュレーションゲーム（イーバッグ）」を使用して学びます。

現在受付中の義援金
●平成 30 年 7 月西日本豪雨義援金（2019 年 6 月 28 日まで）
（１）平成 30 年 7 月豪雨災害義援金
（２）平成 30 年 7 月豪雨岡山県災害義援金
（３）愛媛県豪雨災害義援金
（４）平成 30 年 7 月広島県豪雨災害義援金
●平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 （延長後） ２０１９年９月３０日（月）まで
●平成２８年熊本地震義援金 （延長後） ２０２０年３月３１日（火）まで
募集終了の義援金
●平成 30 年 7 月福岡県豪雨災害義援金

４月 ボランティアグループ 移動研修
3日
12 日
16 日
17 日
18 日
24 日
24 日
26 日

精神保健ボランティアそれいゆ → ひかりのカフェ、なかがわ水族館（栃木県大田原市方面）
東石川さん歩会 → 大谷資料館、大谷寺（宇都宮市方面）
未来への風いちから → 牛久大仏、みのるの郷（牛久市方面）
柏野フラッピー → 神栖第１、２洋上風力発電所、神栖神社（神栖市方面）
茨城遊びのサポーター → 予科練平和記念館・カガミクリスタル（阿見町方面）
朗読ボランティア「声のとも」 → 天心記念五浦美術館、ガラス工房シリカ（北茨城市方面）
ふれあい電話サークル「たんぽぽ」 → 茨城空港 そらら、行方ファーマーズヴィレッジ（小美玉、行方市方面）
朗読サークル「こだま」 → 行方ファーマーズヴィレッジ（行方市方面）

4 月 ボランティア連絡協議会 活動報告
10 日 役員会
22 日 ボランティア連絡協議会総会・交流会

５月 ボランティア連絡協議会 活動予定
8 日 運営委員会 13：30～
（会場：市総合福祉センター 3Ｆ大会議室）
22 日 環境美化活動・交流会 （大島）
24 日 環境美化活動・交流会 （那珂湊）

