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災害ボランティア養成講座
「体験・参加型のシミュレーションゲーム」 EVAG（イーバック）
～ 体験・参加型のシミュレーションゲーム EVAG（イーバック）を通して、どのように避難するかなど、疑似体験を
通して避難行動の心構えを学びます。～
【日

程】 7 月１３日（土） ９：３０～1２：００

【場

所】 市総合福祉センター 大会議室（西大島 3-16-1）

【対

象】 市内在住・在勤・在学の 16 歳以上

【参 加 費】 無料
【講

師】 一般社団法人 防災教育普及協会

【定

員】 先着 30 名

【申込締切】 ６月１４日（金）
【申込み・問合せ】 市社会福祉協議会 地域福祉係
メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp

TEL：274-5135

FAX：275-0606

窓口・電話・FAX・メールでお申込み下さい（窓口・電話は平日のみ）

第 1４回 全国手話検定試験
【申込期間】6 月 10 日（月）～8 月 12 日（月）
※資料請求は 5 月７日（火）～7 月 31 日（火）です。
【申込方法】①インターネット（Web サイト）から申込み
②コンビニエンス・ストアの端末機を利用しての申込み
③郵送での申込み
試験レベル

5級

試験実施日

10 月 12 日（土）

実施会場

47 都道府県（54 会場）

試験内容
目安
受験料

4級

3級

今回も、5 級から 2 級の試験
がひたちなか市総合福祉セ
ンターで受験できます！

2級

準1級

10 月 13 日（日）
45 都道府県

44 都道府県

（52 会場）

（49 会場）

実技試験のみ

1級

10 月 19 日（土）
27 都道府県（29 会場）
実技・筆記試験

学習期間

6 ヶ月

1年

1 年半

2年

2 年半

3年

単語数

300～400

800～900

1200～1400

2100

2600

3500

一般

3,780 円

4,320 円

4,860 円

6,480 円

7,560 円

8,640 円

小中学生

2,160 円

2,700 円

3,240 円

5,400 円

6,480 円

7,560 円

【資料請求】社会福祉法人 全国手話研修センター 全国手話検定試験事務局
〒616-8372 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺広道町 3-4 電話：075-871-9741

FAX：075-873-2647

身障センター各種教養講座 ボランティア募集
～ 講師、担当職員と一緒に各講座の補助をして頂きます。利用者の皆様と楽しい時間を過ごしませんか？～

【募集講座】 ※ 時間は全て２時間程度です。
No
１
２
３
４
５
６

講座名
健康エクササイズ
たのしいアート
スィーツ作り
絵手紙
ティータイム
ちぎり絵

曜日・時間（毎月）
第１（火）10：30～
第２（火）13：30～
第２（水）13：30～
第３（火）10：00～
第３（火）13：30～
第３（金）10：00～

内容
見守り。一緒に運動も可。
塗り絵等の補助。見守り
スィーツ作りの補助。
製作の補助。見守り。
お茶入れの補助。
製作の補助。見守り。

※ スィーツ作りとティータイムは、教材費として３００円かかります。最後に一緒に食べます！
【場
所】 ひたちなか市身体障害福祉センター（市総合福祉センター西大島 3-16-1 内）
【申込み・問合せ先】 市身体障害福祉センター ※窓口・電話・FAX でお申込み下さい。（平日のみ）
TEL：274-3241 ＦＡＸ：275-0606

見学からでも大丈夫です。お気軽に上記にお問い合わせ下さい。お待ちしています♪

2019 年度

茨城県ボランティア・市民活動推進事業費助成金のご案内

【対象団体】 県内に所在し、県民を対象に地域福祉活動を行うボランティアグループ・ＮＰＯ法人・

任意団体等
【助成事業及び内容】 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日の期間に、新たに以下の事業を
）
実施する際に必要な費用を助成します。
① 「研修助成コース」（ボランティア・市民活動を振興するための学習及び研修事業）
② 「調査助成コース」（ボランティア・市民活動を振興に広く活用できる調査研究事業）
③ 「機器助成コース」（ボランティア・市民活動のための機器等の整備事業）
④ 「モデル助成コース」（ボランティアグループ・市民活動団体による開発的・モデル事業）
⑤ 「啓発助成コース」（ボランティア・市民活動の基盤づくりのための福祉教育及び啓発事業）
【助 成 額】 １件につき８万円以上５０万円以内 尚、申請事業に係る費用のうち、２割以上の自己
負担があること
申込は市社協まで！お問い合わせ下さい。
【申込締切】 令和元年 6 月 10 日（金）市社協必着
【申込・問合せ】 市社福祉協議会 地域福祉係
ＴＥＬ：274-5135 FAX：275-0606
E メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp

松翁会

「2019 年度社会福祉助成金」
【目
的】社会福祉に関する事業に対して助成を行います。
【助成対象】原則として、法人・団体であること。法格をもたないものであっても、特に助成するこ
とにより効果が期待できる場合は対象とします。ただし、個人および営利法人等は対象外とします。
【助成内容】1 件につき 60 万円を上限とし、総額 700 万円以内の助成を予定
【応募方法】所定の申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、下記ルートにより申し込みを
してください。
松翁会または都道府県・指定都市社会福祉協議会（申込書配布）→申請団体（申込書記入）→松翁会
（申込受付）
※申込用紙の社会福祉協議会等のコメント欄は、都道府県・市区町村社会福祉協議会または、県及
び市区町村行政の福祉関係部署に記入を依頼してください。（必須要件のため、コメントなき場合
は無効とします。）
※応募様式は「茨城県共同募金会」のホームページからダウンロードして下さい。
【助成期間】 本年度 3 月末までに終了予定の単年度事業とします。
【募集期限】 令和元年７月３１日（水）必着
【申込み・問合せ先】 一般財団法人 松翁会 事務局 社会福祉事業部助成係
〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 大手町タワー地下 1 階
TEL：03-3201-3225
詳細はこちらにお問合せ下さい

みずほ福祉助成財団 2019 年度

「社会福祉助成金」「電動車椅子贈呈事業」について
社会福祉助成金

【助成目的】社会福祉の向上に寄与することを願い、主として障害児者の福祉向上を目的とする事
」募集情報
業や研究を対象に助成する。
【助成対象】3 年以上の継続した活動実績のある非営利法人（社会福祉法人、特定非営利活動法
人等）
、任意団体、ボランティアグループ等、または国内の研究グループ（構成員 5 人以上）
。営
利法人や個人、過去３年間に当該財団から助成を受けた法人・団体は除く。
【助成金額】総額 2,700 万円。事業助成は、1 件あたり 20 万円以上 100 万円を限度とし、研
究助成は、1 件あたり 100 万円を限度とする。
【申込締切】2019 年７月 5 日（金）（当日消印有効）

電動車いす贈呈事業
【贈呈目的】障害児者の福祉向上を願い、障害児者の方々のより積極的な社会参加を推進する観
点から贈呈する。
【贈呈対象先】社会福祉法人が運営する障害児者支援施設
【申込方法】申込書及び所定の添付資料を財団事務局宛に送付
（申込書は財団ホームページよりダウンロード）
【申込締切】2019 年７月 5 日（金）（当日消印有効）
【申込み・問合せ先】公益財団法人 みずほ福祉助成財団 事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ銀行内幸町本部ビル
TEL：03-3596-5633 FAX：03-3597-2137
E-mail：BOL00683@nifty.com
詳細はこちらにお問合せ下さい

障害者フライングディスク 指導者養成講習会
～Let‘ｓ enjoy ボランティア～
【対
象】 障害者スポーツ指導員、スポーツボランティアに関心のある方
【日
時】 ６月 29 日（土）、30 日（日）
【場
所】 県立水戸特別支援学校（水戸吉沢町 3979）
【受 講 料】 2,000 円（学生は無料です！）
【講義内容】 講義と実技等 ※詳細は HP をご覧頂くか、下記にお問い合わせ下さい。
【申込み・問合せ先】 茨城県障害者フライングディスク協会 事務局 渡邉 良彦
FAX：0295-53-3171 TEL：090-1795-7443 メール：ibaraki.fd@gmail.com

大切な人を亡くした子どもをサポートする
ボランティア養成講座
【対
象】 子どもの心のサポートに関心のある方 18 才以上 ※高校生不可 資格、経験、学歴・
学科は問いません。
【日
時】 7 月 27 日（土）、28 日（日）10：00～16：00
【場
所】 中央ビル８階 展示会場 （水戸市泉町２丁目３番２号 JR 水戸駅 徒歩１５分）
【研 修 費】 一般：6,000 円、学生：3,000（※テキスト第 1,890 円）含む
【講義内容】 大切な人を亡くした時に抱かえる悲しみや哀惜など様々な気持ち「グリーフ」を抱えた子ど
もを支える「グリーフサポート」のための知識と、子どもに寄り添い、共に過ごすために有効なスキルを学
びます。また、受講者が自分自身のグリーフを振り返るワークや、自分自身のケア（セルフケア）について
も学びます。
【講
師】 髙橋聡美 防衛医科大学 精神看護学講座教授 博士（医学）
【申込み・問合せ先】 グリーフサポートいばらき準備委員会
TEL：090-7075-7139（髙橋）

ボランティア連絡協議会のお知らせ
５月 ボランティア連絡協議会 活動報告
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）

５月 ボランティアグループ 移動研修
１６日 らいらっく

→

（御岩神社、シビックセンター）

２３日 手話サークル「泉」 → （潮来あやめ園）

22 日 環境美化活動・交流会 （大島）

２１日 更生保護女性の会 → （航空科学博物館、潮来あやめ園）

24 日 環境美化活動・交流会 （那珂湊）

２９日 遠原パンプキンクラブ →（航空科学博物館）

お花や畑に野菜の苗が綺麗に植えられました。交流会は

３１日 ひまわり会 →（足利フラワーパーク）

カエルの歌で大いに盛り上がりました♪♪
暑い中、皆様のご参加ありがとうございました。
７月 29 日は V 連移動研修があります。楽しみですね！

６月 ボランティア連絡協議会 活動予定
１８日 役員会

