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皆様ご参加

平成 30 年度

「要約筆記 入門講座」受講生募集

お待ちしています♪

～ 今年度は土曜日の夜７時～９時に開催です！！

～

要約筆記とは、話の内容をその場で文字にして、聴覚に障がいのある方に伝える筆記通訳のことで、聴覚障がい
（中途失聴・難聴）の方には大切なコミュニケーション方法です。普段の生活にも生かせます。
【実施期間】 平成 31 年 1 月 19 日からの毎週土曜日
午後 7 時から午後 9 時（全 6 回）
【場

所】 市総合福祉センター２F（西大島 3-16-1）

【内

容】 OHC やノートを使った要約筆記の方法や、話の要点のつかみ方などを学びます。
初心者向けの内容です。初歩知識の習得と、簡単な体験です。

【受 講 料】 無料
【定

員】 15 名 ※初めて受講する方を優先させて頂きます。

【申込方法】 社協窓口（西大島、那珂湊）またはお電話でお申込みください。
（平日 9：00～17：00） ※ 氏名・性別・年齢・住所・電話番号をお伺いします
【申込締切】 平成 31 年 1 月 7 日（月）
【対 象 者】 市内在住の方
【申込・問合せ先】 ひたちなか市社会福祉協議会 地域福祉係 電話：274-5135

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】 平成 31 年 1 月 19 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 12 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

助成する側の視点を学ぼう
助成財団シンポジウム in 茨城
助成する側である助成機関の視点やポイントを知れば、申請書類の作成もより円滑に効率的になります。
助成団体やほかの市民活動団体と交流しながら、各助成金の趣旨や特徴、申請のポイントやヒントを得ましょう！！

【日

時】 12 月 15 日（土）13：00～18：00（受付開始 12：45）※部分参加可能

【会

場】 つくば国際会議場 小会議室 405（つくば市竹園 2-20-3）

【対

象】 NPO やボランティア団体、助成機関の役職員など、ご関心のある方はどなたでも

【定

員】 70 名（申込先着順）申込締切 12 月 12 日（水）

【参 加 費】 1,000 円/名（税込、当日現金払い）
【申込み・問合せ】 いばらき未来基金事務所（認定 NPO 法人 茨城 NPO センター・コモンズ）
〒310-0031 水戸市大工町 1-2-3 トモスみと 4 階 TEL：300-4321 FAX：291-8991

災害ボランティアセンターより
義援金募集
大規模な自然災害により被災した方を支援する義援金の受付を行っています。被災した方や地域を
応援するための寄付金です。
現在受付中の義援金
●北海道胆振東部地震災害義援金（平成 31 年 3 月 31 日まで）
●平成 30 年 7 月豪雨災害義援金（平成 30 年 12 月 28 日まで）
●平成 28 年熊本地震義援金（平成 31 年 3 月 31 日まで）

常総の水害における民間資金活用を学ぶ視察ツアー
水害から 3 年が過ぎ、コモンズはコミュニティ再生のために、空き家を多世代・多文化交流拠
点として再生する「えんがわハウス」の取り組みや、地区レベルの自主防災に取り組んでいます。
災害当時の街や避難の状況と、発災直後からどのように事業を立ち上げてきたのか、時間軸に
沿ってご紹介します。また、復興段階での取り組みとして、空き家の再生プロジェクトと、障がい者
や外国人を地域の担い手に変えるプロジェクトについてご説明します。
被災者支援、多文化共生、空き家再生、地域防災などにご関心のある方、ぜひご参加ください。
【日
時】 2018 年１２月１６日（日）10:00～12:00
【会
場】 えんがわハウスなど（常総市水海道橋本町 3571）
※ 関東鉄道常総線「北水海道駅」より徒歩 6 分
※ 無料駐車場有
【問 合 せ】
茨城 NPO センター・コモンズ
電話：029-300-4321 FAX：029-291-8991 e メール：office@ibaraki-mirai.org

助成金のご案内２件
①「全日本社会貢献団体機構」社会貢献活動支援のための助成
【助成目的】 １．子どもの健全育成支援
２．災害復興コミュニティ支援 (地震・水害・台風などの大規模災害等)
【助成対象】
・民間の非営利組織であること(法人格の有無や種類を問いません)
・日本国内に事務所・連絡先があること
・政治、宗教活動を目的とせず、また反社会的勢力とは一切関わりがないこと
・金融機関に申請団体名義の口座があること
※ 個人が単独で運営・実施する事業は対象となりません。
・原則として 2019 年 4 月から 2020 年 3 月に展開する事業に対して助成
・申請事業の総事業費は 100 万円以上
【助成金額】 1 件 250 万円（限度額）
【応募締切】 12 月 14 日（金）必着
【問 合 せ】 全日本社会貢献団体機構 事務局（平日のみ）
TEL：03-5227-1047 FAX：03-5227-1049
HP：http://www.ajosc.org/subsidy/application.html

②「連合・愛のカンパ」
団体立上げ・新規事業立ち上げのための準備金支援
【助成目的】 さわやか福祉財団では、今年度も日本労働組合総連合会（連合）「連合・愛のカンパ」より資金をご
提供いただき、地域における助け合い活動の団体立ち上げや新規事業立ち上げ、特に地緑組織での新しい助け
合い活動等の立ち上げや共生による子育て等を支援するための助成を行います。
【助成対象】 新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」
高齢者・子ども・障がい児（者）を含めた地域ぐるみの助け合い・支え合い活動等
【助成金額】 上限１５万円まで（19 団体を目途に助成）
【応募期間】 ２０１８年１１月１日～２０１８年１２月２５日（〆切：１２月２５日）
【問 合 せ】 〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園２－６－８ 日本女子会館７階
公益財団法人さわやか福祉財団（立ち上げ支援プロジェクト） 担当：鶴山／原島
TEL：03-5470-7751

ご報告とご案内♪
明治安田生命那珂湊営業所様に企業
向け講座としてひたちなか市聴覚障害
者協会の紹介と手話学習会を行いまし
た。参加者の方々はとても熱心に手話
を学んでいらっしゃいました。ひたちなか
市社会福祉協議会では企業向けに出
前講座として障害者理解促進講座を実
施しています。費用は無料となります。
興味のある方はボランティア活動センタ
ーまでお問い合わせください。

新たにボランティア連絡協議会に加入したグループ

ひまわり会は地域限定で助けあい活動を行っているグループです。自治会でいうと班・
組くらいの範囲での活動となります。一人暮らし等で庭木の手入れが難しかったり、運転
ができなかったりで買い物に行けないご近所住民を地域のボランティアが支えあう活動
を行っています。

11 月 ボランティア連絡協議会 活動報告
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

年末年始ご案内
平成３０年１２月２９日(土)から
平成３１年１月 3 日（木）まで
社協ボランティア活動センターは
休所となります。

12 月 ボランティア連絡協議会 活動予定

23 日 ふれあいフェスティバル
28 日 役員会

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～

11 月 ボランティアグループ 移動研修
７日
１４日
１６日
１９日
２１日
２９日

要約筆記つくし 栃木市蔵の街（栃木方面）
バルーンアートにじいろ 白水阿弥陀堂、石炭・化石館ほるる（いわき方面）
点訳サークル「ともしび」 大谷資料館（宇都宮方面）
柏野フラッピー 永源寺、上久保りんご園（大子方面）
市民謡民舞連合会 筑波山、国立科学博物館（筑波方面）
朗読サークル「こだま」 カバヤ食品（大宮方面）

