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傾聴ボランティア養成講座
～話を聞くことで相手が笑顔になる傾聴を学びませんか？～
福祉施設などの利用者は、話を聴いてくれる方を待っています。

【日

程】 ７月１２日（木） 総合福祉センター大会議室（西大島 3-16-1）
７月１８日（水）、２４日（火） のどちらかで１日市内高齢者施設で体験実習
７月２７日（金） フォローアップ講座（総合福祉センター大会議室）

【対

象】 ボランティアに関心のある方 定員２０名

【講

師】 澤村 直樹氏 （NPO 法人日本傾聴ボランティア研究センター理事長、アクティヴリッスン代表、
NHK 学園「傾聴入門」監修者）

【参 加 費】 無料
【申込締切】 ６月２２日（金）

【申込み・問合せ先】
市社会福祉協議会 地域福祉係

TEL：274-5135
FAX：275-0606

災害ボランティア講座
「わが家の災害対応ワークショップ」

メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp
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）

～具体的に「わが家」に役立つ災害対応や備えを考えます～
【日

程】 7 月 1 日（日）10：00～11：30

【場

所】 市総合福祉センター（西大島 3-16-1）

【対

象】 市内在住・在勤・在学の 16 歳以上
小グループでのワークショップ形式

【参 加 費】 無料
【講

師】 （一社）ピースボート災害ボランティアセンタースタッフ

【定

員】 先着 30 名

【申込締切】 ６月１５日（金）

身障センター教養講座 ボランティア募集
スイーツ好き集まれ！季節の素材をいかしたスイーツを利用者の方と一緒に作りませんか。お手伝いしてくれる方を募集中！

【日
【場

程】 毎月第２（水）13：30～ 2 時間程度
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）
ＡＤＬ室
【内
容】 講師、担当職員と一緒に利用者の方とスイーツづくりを行います。一緒に作っていただき、みんなと
交流しながら試食します。
【費
用】 材料費として１回 300 円の参加費がかかります。
【募集人数】 ２名程度
【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

茨城遊びのサポーター情報

子どもの遊び実践研修会

子どもたちと楽しく遊べる技術学んでみませんか？

【開催日時】 6 月 17 日（日） 10：00～15：30
【場
所】 茨城県立児童センターこどもの城（大洗町磯浜町 8249-4）
【遊びの指導者】 矢代 貴司氏
【内
容】 子どもの楽しい遊びの指導 （朗読とボディパーカッション）
【参 加 費】 800 円（昼食代+施設使用料+保険料+諸経費）
【募集人数】 50 名
【当日持参する用具】 筆記用具・スポーツシューズ（内履）・洋服軽装
【申込期限】 6 月 8 日（金）
【申込み・問合せ先】 ボランティア団体・動く児童館 茨城遊びのサポーター事務局
TEL・FAX 029-294-6900 菅原

第 1３回

全国手話検定試験

【申込期間】6 月 10 日（日）～8 月 12 日（日）
※資料請求は 5 月７日（月）～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

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！

③郵送での申込み
試験レベル

5級

試験実施日

10 月 13 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

2級

準1級

10 月 14 日（日）
44 都道府県

43 都道府県

（49 会場）

（48 会場）

実技試験のみ

1級

10 月 20 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

200～300

500～600

800～1000

1500

2200

3000

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

助成金のお知らせ
松翁会

「平成 30 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。法人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】 平成 31 年 3 月末までに終了予定の単年度事業とします。
【募集期限】 平成 30 年７月３１日（火）必着
詳細はこちらにお問合せ下さい

【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

みずほ福祉助成財団

「2018 年度社会福祉助成金」
」募集情報

【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
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】平成 30 年 6 月 30 日（土）（当日消印有効）
【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
詳細はこちらにお問合せ下さい
（申込書は財団ホームページよりダウンロード）
【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

」募集情報

いきいき茨城ゆめ国体 2019
引き続き大募集中です

ひたちなか市ボランティア
同時募集
競技おうえん

隊

【「ボランティア」募集内容】
■運営ボランティア
■広報ボランティア ■競技おうえん隊
【応募要件】
市内在住，通勤，通学している方で活動日に中学生以上の個人及び団体の方。
「競技おうえん隊」は，年齢の制限はありません。
【募集締切】
平成 31 年 8 月 31 日（土）まで
募集人数に達した場合は，受付を終了します。
【募集方法】 「申込書」 に必要事項を記入し，郵便，ファックス，メール，又は下記の場所に持参してくだ
さい。※「申込書は体育施設、各コミュニティセンター等、社会福祉協議会にあります」
【申込み・問合せ先】
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川 2 丁目 10 番 1 号
いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会 ひたちなか市実行委員会（国体推進課内）
TEL：029-212-3471 FAX：029-212-3881 E メール：kokutai@city.hitachinaka.lg.jp

平成 30 年度水戸特別支援学校
「ボランティアスクール」を開催します！
子どもたちとのふれあいの中で、ボランティアのノウハウを学びましょう！
【対
象】 高校生、専門学校生、大学生、一般社会人でボランティアに関心のある方
【定
員】 50 名程度 【参 加 費】 無料（交通費・昼食代等は自己負担）
【講座内容】 全６回
【申込締切】 6 月１５日（金）
【申込み・問合せ先】
〒310-0845 水戸市吉沢町 3979 水戸特別支援学校ボランティアスクール係
TEL:029-274-5924 FAX：248-6704 E メール：volunteer@mito-sn.ibk.ed.jp

５月 ボランティア連絡協議会 活動報告
８日 役員会
運営委員会 13：30～

～善意銀行のお知らせ～

21 日 環境美化・交流会（湊）

将棋、囲碁、麻雀パイ、オセロ等

22 日 環境美化・交流会（大島）

を募集しています。

♪♪沢山の方のご参加ありがとうございました♪♪

ご家庭に眠っているものがありましたら
ご寄付をお願いします。

31 日 広報編集員会

～市内の施設で活用させて頂きます～

６月 ボランティア連絡協議会 活動予定

【お問い合わせ】社協 274-5135

５日 役員会

５月 ボランティアグループ 移動研修
１６日 いちょうの会

８日 ハンドトーク
東海テラパーク、日立天気相談所

濱田庄司記記念益子参考館、つかもと美術館
（益子町方面）

（東海村、日立市方面）
１０日 東石川さん歩会
袋田の滝（大子方面）
１０日 朗読サークル「こだま」
牛久沼、水辺公園（竜ケ崎市方面）

１８日 らいらっく
ガラス工房シリカ、漁業歴史資料館よう・そろー
（北茨城市方面）

