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平成 30 年度 市長杯高齢者スポーツ大会ボランティア募集！
【日

時】 準備：９月１８日（火） 本番：９月１９日（水） 雨天順延（９月２０・２１日）

【会

場】 ひたちなか地区多目的広場（新光町４６）

【競技種目】 ゲートボール･輪投げ･ペタンク･グラウンドゴルフ（４種目）※１会場ですべての競技を実施。
【内

容】 大会運営及び競技進行補助（駐車場案内、各競技進行手伝い 等）
１８日
１９日
２０日
２１日
準備
本番
順延時のみ
順延時のみ
10 時
6 時 30 分
6 時 30 分
6 時 30 分
～16 時
～16 時
～16 時
～16 時
※ 1 日からのお申込みも可能です。
・市総合福祉センター（西大島 3-16-1）に集合してから会場へ移動します。
・動きやすい服装でお越しください。
・大会当日は昼食を用意します。（18 日の会場準備日の昼食は自己負担となります。）

【申込み・問合せ】市社会福祉協議会 地域支援係

電話：272-4106 担当 軍司

平成３０年度ボランティア養成「点字講座」受講生募集
【期

間】 9 月 14 日（金）～平成 31 年 2 月 8 日（金）まで
第 2・第 4 金曜日 全 10 回
（11 月は第 4 週が祝日のため第 5（金）
、12 月・2 月は第 2 のみ）
【時
間】 9：30～11：30
【場
所】 市総合福祉センター2 階 身体障害者福祉センター
【受 講 料】 無料（※テキスト代 648 円・点字器 1,300 円は 自己負担 ※申込み時徴収）
【募集人数】 15 名
【募集期間】 8 月 1 日（水）～16 日（木） 平日 9：00～17：00 平日のみ受付
【申込方法】 市社協身障センター窓口、那珂湊総合福祉センター窓口に申し込んで下さい
【問合せ先】 市社協 身体障害者福祉センター 電話 274-3241

わくわくドキドキバーベキュー
ボランティア募集
【日

時】 平成 30 年 9 月 8 日（土）10：00～13：00（準備片付け含む）

【場

所】 大洗リゾートアウトレット 大洗町港中央 11-2

【内

容】 障がい者のバーベキューにおいて、参加者との交流や運営補助をして頂きます

【締

切】 平成 30 年 8 月 17 日（金） （6 名程度募集いたします）

【申込み・問合せ】 市社会福祉協議会 地域福祉係
電話：274-5135 FAX：275-0606

～献血のご協力のお願い～
みなさまからご協力頂いた血液は、病気や怪我の治療のための輸血用血液製剤として、患者さんのもとへお届けしておりま
す。いのちのリレーに参加してみませんか。あなたの中に流れるその血が、確実に誰かを救える！！
(全国のありがとうメッセージより）

【日
【場

時】 8/10 金曜日 9 時～10 時 15 分
所】 市総合福祉センター

平成 30 年度

茨城県盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会
目と耳に重複して障害のある「盲ろう者」の自立と社会参加を図るため、盲ろう者のコミュニケーション方法や移動の
介助などに必要な知識、技術を有する通訳・介助員を養成し、盲ろう者福祉の推進に寄与することを目的にしている。
【対

象】 ・盲ろう者向け通訳・介助員を目指す意欲のある方
・受講終了後、通訳・介助員として活動が出来る方
・修了要件 三分の二以上の出席を終了要件とします
・手話、点字、要約筆記、視覚障害者向けのガイドヘルパーの経験等あれば望ましい。
【期
間】 平成 30 年 9 月 7 日～１０月２６日（前 8 回）9/7、14、21、28 10/5、12、19、26
全回金曜日予定 10：00～16：00
【会
場】 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ ※会場の都合で変更の場合有
【定
員】 15 名
【資 料 代】 3,000 円
【参 加 費】 無料
【申込方法・問合せ先】 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ
盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会係
〒 310-0844 水戸市住吉町 349-1
TEL：029-248-0029 FAX：029-247-1369）

助成金のお知らせ
2018 年度いばらき未来基金冠助成「花王・ハートポケット倶楽部地域助成」募集
地域のネットワーク形成や居場所づくりの支援といった非資金的伴走型の組織基盤強化支援ととも

目的

に、以下に掲げる当基金のテーマに沿った活動を助成し、地域課題の解決につなげます。

テーマ
助成コース

1.共に生きる未来～誰もが安心して暮らせる

2.未来世代と持続可能性～未来の担い手やライ

地域づくり～

フスタイルづくり～

Ａ.ネットワーク形成助成

Ｂ．地域の居場所づくり助成

金額

１件あたり 25 万円

申請可能な団体

茨城県で継続的に取り組む、情報発信に積極的な、民間の非営利活動団体

申請期間

6 月 20 日（金）～8 月 19 日（日）
いばらき未来基金事務局 担当：大野

問合せ・申請先

※当日消印有効
電話：029-300-4321

http:www.ibaraki-mirai.org

前川報恩会「平成 30 年度福祉助成」

募集

【対象となる事業】
⑴多世代が参与し、高齢層から若干層への伝承が含まれる天然資源及び文化的資産の保全・活用を通じ、当該地域のコ
ミュ二ティの発展に寄与する継続的事業
⑵地域に根差した未利用エネルギーの有効活用、もしくは農と食のイノベーションと地域力アップに繋がる事業
【申請期間】 Web 申請のみ：2018 年 8 月 1 日～8 月 31 日 17：00 までに登録完了のこと
【申請方法】 財団ホームページの「助成事業登録フォーム」に必要事項及び申請内容の概略を記入した上で、下記書類と
共に送信する。
①申請書

（財団ホームページ上から書式をダウンロードし、PDF に変換すること）

②事業計画書 ※2018 年度

③予算書

※2018 年度

④決算報告書 ※2018 年度（設立初年度の団体は不要）
⑤事業報告書 ※2017 年度（設立初年度の団体は不要）
【助成金額】 （１）及び（２）：700 万円（1 件あたり 50 万円から限度額 100 万円）
【申込・問合せ先】 公益財団法人前川報恩会
住所 〒135-8482 東京都江東区牡丹 3-14-15
電話 03-3642-1566

第１２回 未来を強くする子育てプロジェクト
～ 子育て支援活動の表彰 ～
【対象・趣旨】 より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体を募集します。各地域の参考にな
る特徴的な子育て支援活動を社会に広く紹介し、他地域への普及を促すことで、子育て環境を整備し、子育て不安を払拭す
ることを目的としています。
【応募方法】 Web サイトより応募用紙をダウンロードし基本情報をご記入の上、必要資料と一緒にお送り下さい。
【表

彰】 スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞１００万円 ※2 組程度

スミセイ未来賞／表彰盾、副賞５０万円 ※１０組程度
【募集期間】 2018 年 7 月 9 日（月）～2018 年 9 月 7 日（金）必着
【宛先・問合せ先】 「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局

詳細は各申込先にお問い合わせください

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金
平成 30 年 7 月の豪雨により、各地で人的被害をはじめ住家被害等大きな被害が発生し、８府県に災害救助
法が適用されている。

【受付期間】 平成 30 年 7 月 10 日（火）～平成 30 年 9 月 28 日（金）まで
【中央共同募金会に直接送金する場合】
金融機関

支店名

口座番号
00180-7-634691

ゆうちょ銀行

口座記号番号

三井純友銀行

東京公務部

(普)0162596

りそな銀行

東京公務部

(普)0126799

名義
中央共同募金会平成 30 年７月豪雨災害
義援金
（福）中央共同募金会

【茨城県共同募金会に送金する場合】
金融機関：①常陽銀行
②筑波銀行

本店

（普）№

３８１６６９９

県庁支店

（普）№

１１６２２１１

口座名義（共通）
：社会福祉法人茨城県共同募金会

【問 合 せ】茨城県共同募金会 仲田
※詳細はお問合せ下さい

平成３０年７月豪雨義援金

TEL：241-1037

青少年ボランティアスクール

VR で認知症の方の世界をのぞいてみよう
【日 時】 平成 30 年 8 月 22 日（水）9：45～12：00
【場 所】 市総合福祉センター（西大島 3-16-1）
【対 象】 中学・高校・大学生
おそらく県内初です！！お気軽にお問い合
わせ下さいね♪お待ちしています。
【締 切】 8 月 17 日（金）
【申込・問合せ】 市社会福祉協議会 tel：274-5135 FAX：275-0606
E メール：hnsha-vc@hitachinaka-syakyo.or.jp

「手と手と手」第８号発行
ボランティアさんの生の声！？が満載です。
皆様、是非ご覧ください！！
お手元に無い方は、社協、市内コミセンにあります。

７月 ボランティア連絡協議会 活動報告
3、１０日 編集委員会
２８日 研修会 「笑いヨガ」体験講座
～沢山のご参加
８月 ボランティア連絡協議会 活動予定
１７日 V 連役員会
２３日 V 連運営委員会
13：30～ 「しあわせプラザ」

７月 ボランティアグループ 移動研修
１３日 あおぞら いわき方面
いわきかまぼこ工房・いわき・ら・ら・ミュウ
２５日 朗読ボランティア「声のとも」 石岡市方面
障害者支援施設「光風荘」・常陸風土記の丘

