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第 23 回ふれあいフェステバル開催について
『ひとりひとりが たがいに ちからをあわせ なかまをひろげよう！！』
みなさん遊びにきてください！
【期

日】 平成 30 年 11 月 23 日（金）午前 9 時から午後 2 時終了予定

【会

場】 ひたちなか市那珂湊総合福祉センター（南神敷台 17-6）
駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

【内

容】 各種福祉体験・ステージイベント・災害 VR 体験・ニュースポーツ体験・模擬店など

11 月 8 日㊍FM ぱるるん 12 時より「まちづくり情報館ひたちなか」でふれあいフェステバルの案内をします。
【問 合 せ】 第 2３回ふれあいフェスティバル実行委員会
電話：274-3241 FAX：275-0606

E メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp

歳末チャリティ映画上映会
～アニメ映画の上映会を行いますので、ぜひ親子でお越しください。～
上映作品「アーサー・クリスマスの大冒険」（吹替版・字幕付き） 2011 年作品
【日
時】 平成 30 年 12 月 8 日（土）午前 9 時 50 分開場 12 時 30 分終了予定
【会
場】 しあわせプラザ ふれあい交流館
【対 象 者】 市内に在住または通勤、通学している方及びその家族
【定
員】 ※先着 300 人
【入 場 料】 無料
【入 場 券】 平成 30 年 10 月 30 日（火）から 11 月 30 日（金）に、総合福祉センター（西大島 3-16-1）
および那珂湊総合福祉センター（南神敷台 17-6）で入場券の配布を行います。
※配布は午前 9 時から午後 4 時まで。
※託児有り（未就学児 10 名程度。要事前申込）
【問 合 せ】 市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL：274-5135

「福祉ボランティア体験チャレンジ講座」参加者募集
ほしいも作りやそばの収穫，アクセサリー作りなど福祉作業所の１日を障害のある方といっしょに楽しく過ごして
みませんか。
【日

時】 11 月 27 日（火）午前 9 時 30 分から 11 時 30 分
11 月 28 日（水）午前 9 時 30 分から 14 時 30 分

【内

容】 体験前に基礎知識を学んだ後，市内の福祉施設でボランティア体験にチャレンジします。
これからボランティアを始めたい方向けの講座です。

【対

象】 市内在住で 18 歳以上の方

【定

員】 15 名

【費

用】 無料（昼食代各自負担）

【申込・問合せ】 市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL：274-5135

助成金のご案内

(一財)冠婚葬祭文化振興財団 第 20 回社会貢献基金助成

この基金は、地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業など社会貢献活動を行う各種団体
等への助成及び社会貢献に資する調査・研究を目的とした事業に対する助成を行い、もって日本の生活文
化と地域社会の発展に寄与することを目的としています。
【対
象】 非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO 法人、その他任意団体、市民ボラン
ティアグループも対象となります。）及び又は大学、研究機関（個人も可）で、今回募集する助成対象事業の
趣旨に合致する事業を行おうとしている団体等。（個人資格による申請については、研究助成分野以外は対
象外となります。）
【応募方法】 募集期間内（2 月末日締切）に、募集要項にある「応募に必要な書類」を（一財）冠婚葬祭文
化振興財団事務局 事務局助成金担当までご郵送ください。募集要項、応募書式はホームページからダウ
ンロードできます。
【助成金額】 助成金は、総額およそ 1,000 万円を目途とし助成を行います。(１件当たりの助成額上限は
200 万円とします。但し、研究助成事業においては、100 万円を上限とします。)
【応募期間】 平成 30 年 10 月 1 日～平成 31 年 2 月末日（必着）
【問合せ先】 （一財） 冠婚葬祭文化振興財団事務局 助成金担当
東京都港区西新橋 1-18-12ＣＯＭＳ虎ノ門 5 階
（受付時間/月～金・午前 10 時～午後 5 時） ＴＥＬ03-3500-4211
～詳細は（一財）冠婚葬祭文化振興財団事務局 ホームページを参照してください～
こころの健康づくり講演会

心が追いつめられた人への対応
～「いのちの電話」運動に学ぶ～

【日

時】 11 月 19 日（月）午後 1 時 30 分から 3 時 30 分（１時開場）

【講

師】 永原 伸彦 先生
（公財）茨城カウンセリングセンター 副理事長 茨城いのちの電話 前研修委員長
茨城いのちの電話 前研研修委員長

【費

用】 無料（事前申込制／定員１５０名）

【申込・問合せ】 ひたちなか市健康推進課（ヘルス・ケア・センター）
電話 276－5222

ＦＡＸ 276-0209

子ども支援 プロジェクト

募集

「食べること」は「笑うこと」笑顔を届けるサンタはあなた！
子ども支援プロジェクトって？
日々の食事を給食に頼っている子どもたちに、給食がなくなってしまう長期休業中に食べ物を届けよう！というプロ
ジェクト。記念すべき第１回となる今回は、冬休み期間！あなたが食べ物を届けるサンタになって、子どもたちの笑
顔を見守りませんか？
【寄付金の送り先】：ゆうちょ銀行（ＪＰ）からの振込み口座番号
①普通口座 00110-7-361657（振込料金 80 円です）
②当座預金 019 店 口座番号：0361657
どちちらも「子ども支援へ寄付」とご記載願います。
【食品のご寄付】 「きずなＢＯＸ」にお入れください。12 月 14 日頃まで
場所：市総合福祉センター、那珂湊総合福祉センター
【問合せ先】 子ども支援プロジェクト臨時事務所 〒305-0812 つくば市東平塚 586-2
TEL/FAX 029-858-4356 （担当：さがい） Email kodomoshien.pro@gmail.com
※ 子ども支援食品の箱詰め、米の袋詰め等のボランティアも募集しています。詳細は臨時事務所へ

ご報告♪

ひたちなか市災害ボランティアセンター視察研修について

今回、災害ボランティアネットワーク構成団体で、常設型の災害ボランティアセンターを設置している浦安市災
害ボランティアセンターに視察研修に行きました。
取り組みとしては、常設型ということもあり、専従職員がおり年間を通して事業展開している様子が伺えました。
常設型の災害ボランティアセンターの定義は特にありませんが、専従職員がいること、専用の TEL、メールアドレ
ス、ホームページ等ハード面と災害ボランティア養成講座をはじめ様々な講座や啓発活動を年間通して行って
いることが一つの目安となるのでないでしょうか。
ひたちなか市災害ボランティアセンターでは平常時は、災害ボランティア養成講座、災害ボランティアセンター
設置訓練、イベント等での啓発活動、災害ボランティアネットワーク連絡会等通年をとおして事業展開をしてい
ます。今後も市民の認知度を上げるためにも講座等を実施していく予定です。

※各地の災害ボランティア状況
最新状況については全社協 被災地支援・災害ボランティア情報（https://www.saigaivc.com/）で確認してください。
《平成 30 年北海道胆振東部地震（第 22 報）》
厚真町、安平町、むかわ町で災害ボランティアセンターを設置
10 月より、3 町すべての災害ボランティアセンターで、土日・祝日のみの活動に移行しています。
《平成 30 年 7 月豪雨（第 59 報）（岡山、広島、愛媛）》
発災時から 10 月 16 日（火）までに、全国で 24 万人を超えるボランティアが活動しました。
広島県・岡山県では、現在も多くのボランティアを求めています。
《台風 21 号第（13 報）（大阪、京都、兵庫）》
吹田市災害ボランティアセンター、岸和田市災害ボランティアセンター、茨木市社会福祉協議会災害ボランティアセン
ター3 か所が活動しています。

赤い羽根共同募金中間報告
10 月１日から始まった「赤い羽根共同募金」の街頭募金、沢山のボランティアの方のご協力ありがとうございました。
日付
10/1(月)
10/2(火)

募金活動場所
勝田駅②
㈱コマツ茨城工場
日立建機㈱常陸那珂工場
ルネサスエレクトロニクス㈱
㈱日立製作所水戸事業所
㈱日立パワーソリューションズ勝田事業所
ＨＳＰ勝田
㈱日立ハイテクノロジーズ那珂地区

10/4(木)

㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービス
勝田駅①
那珂湊駅
佐和駅
工機ホールディングス㈱・リコーインダストリー㈱
日立オートモティブシステムズ㈱

工機ホールディングス㈱佐和工場
㈱日立産機システムズ勝田事業所

10/6(土)

10/21(日)

㈱日立パワーソリューションズたら崎工場
勝田駅③
ヨークベニマルひたちなか店
ヨークベニマル大成店
ヨークベニマル那珂湊店
セイブ那珂湊店
マルト佐和店
マルト SC 春日店
ジョイフル本田
ニューポートひたちなか ファッションクルーズ
カスミ 馬渡店
フードスクエアカスミひたちなか笹野店
ジョイフル本田
ニューポートひたちなか ファッションクルーズ
国営ひたち海浜公園（AM)
（PM)
みなと産業祭

場所
東口・西口
場内
入口
正門
第 2 西門
正門
国道門
日立門
海側門
水戸側門
入口
正門
海側門
正門
東口・西口
正門
車両門
正門
日立側門
房田門
海側門
海側西門
正門
正門
西門
正門
東口・西口
入口
入口
入口
正門
入口
入口
宝くじ売り場付近
メイン・ウエストゲート

入口
入口
宝くじ売り場付近
メイン・ウエストゲート

翼のゲート
那珂湊魚市場

募金額
14,814
98,625
7,351
9,828
6,561
20,247
16,773
67,554
23,838
11,447
11,770
71,124
40,122
14,103
21,558
6,511
11,378
31,955
26,945
30,818
30,345
35,870
26,813
27,341
15,558
22,555
3,607
13,031
19,642
18,064
8,359
6,930
11,048
9,297
11,889
32,693
11,776
16,660
8,450
23,310
4,107
102,995
60,972
26,903

10 月 ボランティア連絡協議会 活動報告

11 月 ボランティア連絡協議会 活動予定

５日 海浜公園奉仕活動・全体交流
２９日 役員会
運営委員会（大島総合福祉センター）
13：30～

環境美化＆交流会♪ 10：00～12：00
15 日 しあわせプラザ
16 日 総合福祉センター※雨天決行です。宜しくお願いします
28 日 役員会

10 月 ボランティアグループ 移動研修
３日
３日
４日
１０日
２３日
２４日
２６日
３０日

茨城遊びのサポーター 柴又帝釈天（東京方面）
精神保健ボランティアそれいゆ 朝日里山学校、フラワーパーク（石岡方面）
東石川さん歩会 柴又帝釈天、寅さん記念館（東京方面）
那珂湊手話を学ぶ会 板谷波山記念館 道の駅しもつま（筑西方面）
未来への風いちから 波崎ウインドファーム 息栖神社（波崎方面）
ふれあい電話サークル「たんぽぽ」 益子共販センター、カバヤ（益子、大宮方面）
らいらっく 真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館（栃木方面）
いちょうの会 雪印メグミルク阿見工場、牛久大仏（牛久方面）

