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心身障害者連絡協議会ボウリング大会
ボランティア募集

軽食がでます。
ボウリングも一緒に
楽しんで頂きます♪
ご参加お待ちして
います！

【日

時】 令和 2 年 1 月 18 日（土） 9：00～12：00（準備片付け含む）

【場

所】 勝田パークボウル（田彦 1600）

【内

容】 心身障がい者（児）のボウリング大会において、受付けや会場案内、ゲームの補助等を行って
いただきます。

【締

切】 12 月 18 日（水）

【申込み・問合せ】 ひたちなか市社会福祉協議会 地域福祉係 電話：274-5135

ひたちなか市聴覚障害者協会講演会
〜

テーマ〜「手話っていいね！」 ～

【開催日時】 令和元年１２月８日（日） １０：００ 〜１２：００（受付時間：９：３０開始）
【会
【講

場】 ひたちなか市総合福祉センター （３階 大会議室） 茨城県ひたちなか市西大島3丁目16−1
師】 岡本 かおり 氏 （デフタレントとして活動中）
・大阪府大阪市出身
・デフリンピック（第18・19・２０・21回）
・バレーボール選手として出場
・2001年「目で聴くテレビ」で手話キャスター

【そ の 他】 正会員参加費無料
非会員参加費 資料代が500円かかります。
【問合せ 】 ひたちなか市聴覚障害者協会 FAX：029-272-6933

事前申込不要です！
手話をつかっての講演です。

「みつばちカフェ」開催します！
みんなで楽しくおしゃべりしませんか？
「みつばちカフェ」は、お茶やお菓子をつまみながらみんなで地域づくりのアイデアを出しあう場です。
今年度は「あなたの地域に必要だと思う居場所って？」をテーマに下記の日程で開催します。事前の申
込みはいりません、ちょっとおしゃべりしに来てみませんか？

開催地区

日時

会場

大島中学校区域

１月１８日(土)

10 時～12 時

勝田第二中学校区域

１月１９日(日)

10 時～12 時

田彦中学校区域

２月 １日(土)

10 時～12 時

勝田第三中学校区域

２月 ２日(日)

10 時～12 時

平磯中学校区域

２月 ８日(土)

10 時～12 時

阿字ヶ浦中学校区域

２月 ９日(日)

10 時～12 時

佐野中学校区域

２月１５日(土)

10 時～12 時

那珂湊中学校区域

２月１６日(日)

10 時～12 時

勝田第一中学校区域

２月２２日(土)

10 時～12 時

大島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
1 階研修室
市毛ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
1 階集会室
田彦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
１階集会室 1・2・3
前渡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
2 階大会議室
平磯ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
１階学習室 1・2
阿字ヶ浦小学校
理科室
佐野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
１階大会議室
那珂湊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
１階大ホール
１中地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
1 階集会室 2・3

平成 30 年度参加者の声
・地域のことをいろいろな人と話ができて楽しかった。（40 代男性）
・ご近所との関わりをもっと作ろうと考える機会になった。(60 代女性)
手話通訳，要約筆記，託児(未就学児/小学生対象)があります。
希望の方は問合せ先までご相談ください。（開催 7 日前までに事前申込み／ご利用は無料）
【問合せ先】
ひたちなか市社会福祉課

ひたちなか市社会福祉協議会 地域福祉係

〒312-8501 ひたちなか市東石川 2-10-1

〒312-0041 ひたちなか市西大島 3-16-1

電話：029-273-0111（内線 7203）

電話：029-274-5135

FAX：029-272-2940

FAX：029-275-0606

E メール：shakai@city.hitachinaka.lg.jp

E メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp

「思いをつなげる募金箱」
入選作品が決定しました！
「思いをつなげる募金箱イラスト募集！」に、心のこもった作品がたくさん届きました。
ありがとうございました。
応募総数は 62 作品。入選した 20 作品は、市内スーパーや福祉施設などの募金箱に採用して、10 月
1 日から 12 月 20 日まで設置しております。
設置場所は社協ホームページで確認できます。
【社協ホームページ】 https://www.hitachinaka-syakyo.or.jp/

【東石川小学校 ４年生 大髙 優真さんの作品】

（ウエルシアひたちなか外野店様の募金箱に設置）

ひたちなか市共同募金委員会

共同募金へのご協力ありがとうございます
赤い羽根募金や歳末たすけあい募金運動を
令和元年１０月１日（火）～１２月３１日（火）で実施しています。
市内スーパー、商業施設での募金協力の声かけ、各世帯に対する戸別募金、企業の皆さまからの募金
など様々な形でお願いさせていただいています。
募金運動を見かけましたら、ご協力・ご支援をお願い致します。
集まった募金は、市内の福祉活動などに役立てられています。
【例】高齢者や子育てサロンが活動するための補助金や万が一の災害に備えた災害ボランティアセンタ
ーの設置訓練活動などに活用されています。

市内で行われているサロンの様子

災害ボランティアセンター立上訓練の様子

募金額 24,614,714 円 （令和元年 11 月 21 日現在）
■赤い羽根募金
17,161,764 円
■歳末たすけあい募金 7,452,950 円

～献血のご協力のお願い～
【日
【場

時】 12 月 11 日（水） 受付時間 午前 9 時～10 時 15 分
所】 市総合福祉センター（茨城県ひたちなか市西大島 3 丁目 16−1）

12 月以降は県内の献血協力者が減少傾向にあります！
皆様のご協力をよろしくお願いいたします！
恐縮ですが、10

名様以上の

ご協力を必要としています！

ボランティア活動センターに新たに加入したグループ

「子どもサロン ほっとさの」
☆☆活動内容☆☆ 稲田区民館、上高場会館佐野小学校学区で高学年を中心に放課後の居場
所作りを行い、地域との交流をとおして子供たちの社会性の育成等を行っています。
活動時間 月 3 回 16：00～18：00 です。

11 月 ボランティア連絡協議会 活動報告
14 日
16 日
18 日
30 日

環境美化交流会（しあわせプラザ・湊）
奉仕活動と全体交流会（しおかぜみなと）
環境美化交流会（総合福祉センター・大島）
ふれあいフェスティバル♪

1２月 ボランティア連絡協議会 活動予定

年末年始ご案内
令和元年 12 月２8 日(土)から
令和 2 年１月 5 日（日）まで
社協ボランティア活動センターは
休所となります。

5 日 第３回運営委員会（総合福祉センター・大島）
午後 1 時 30 分～
～ 皆様のご参加お待ちしています！！ ～

11 月 ボランティアグループ 移動研修
７日
１２日
２０日
２１日
２７日
２８日
２９日

らいらっく（ひょうたん美術館、茨城空港）
ハンドトーク（奥久慈大子りんご園、里美ふるさと館）
ひたちなか市民謡民舞連合会（鹿島神宮、花王）
ふれあい電話サークル「たんぽぽ」（ワープステーション江戸、イトウ製菓）
バルーンアートにじいろ（柴又帝釈天）
あおぞら（イトウ製菓、ひょうたん美術館）
ひまわり会（牛久大仏、予科練平和祈念館）

