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社会福祉法人 坂東市社会福祉協議会

みんな
で創ろう

　安心し
て心豊かに

暮らせるまち

　11月 23日、令和３年度坂東市社会福祉大会が開催されました。
　例年、元気いっぱい福祉まつりを開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催が困難
となり、「坂東市社会福祉大会」として開催いたしました。
　本大会は、市内社会福祉関係者が一堂に会し、多年にわたり社会福祉の推進に貢献された方々を表彰し感謝
の意を表するとともに、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる地域社会の実現に向けて、
福祉活動の更なる推進を目的に開催したものです。

令和３年度坂東市社会福祉大会令和３年度坂東市社会福祉大会

タレント「レモンさん」に
　　　　　ご講演いただきました。
タレント「レモンさん」に
　　　　　ご講演いただきました。

●坂東市社会福祉大会報告（表彰者報告など）……… ｐ２
●陶芸教室・ボッチャ大会・
　一時的な資金の緊急貸付のご案内………………… ｐ３
●第 1回オレンジカフェ＆オレンジカフェボランティア講習会…… ｐ４
●～受講生募集～シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会
　ウォーキング教室開催 ……………………………… ｐ５
●福祉出前講座・飯島地区防災訓練 ……………… ｐ６
●善意銀行 …………………………………………… ｐ７
●ふれあいサロン紹介………………………………… ｐ８

主な内容
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坂東市社会福祉大会で表彰された皆さま

　１．坂東市�社会福祉協議会会長表彰� （順不同、敬称略）

＜社会福祉協議会理事・評議員＞
　和　田　孝　子　坂東市社会福祉協議会理事
　新　谷　嘉　延　坂東市社会福祉協議会理事
　逆　井　周　三　坂東市社会福祉協議会理事
　飯　住　澄　夫　坂東市社会福祉協議会理事
　青　木　徳　士　坂東市社会福祉協議会理事

　青　木　和　之　坂東市社会福祉協議会理事
　風　見　正　一　坂東市社会福祉協議会評議員
　板　垣　賢　司　坂東市社会福祉協議会評議員
　中　川　隆　子　坂東市社会福祉協議会評議員

＜社会福祉団体役員＞
　冨　山　忠　保　坂東市身体障害者福祉協議会会長
　栗　原　芳　男　坂東市心身障害児者父母の会会長
　海老原　長　臣　坂東市視覚障害者福祉協会会長
　菅　沼　康　次　坂東市介護保険事業者団体連合会会長
　山　中　佳　子　ボランティアサークル　虹の会代表
　綿　抜　泰　子　ボランティアサークル　坂東市生活学校代表

　２．坂東市社会福祉協議会会長感�謝� （順不同、敬称略）

　　横　川　和　男　社協デイサービス事業においてレクリエーション活動に尽力　　
　　㈲ 鈴木ゴム工業所　会長　鈴 木　喬 一　社協障害者福祉ワークス事業への継続的な内職作業提供

　３．坂東市社会福祉協議会会長表彰� （順不同、敬称略）

＜坂東市民健康体操高額貯筋者＞
（1）プラチナ（200 万）　　
　　　神　島　た　け　　　野　口　吉　徳　　　野　口　　　清
　　　富　山　弘　子　　　野　口　美代子　　　羽　富　　　冨

（2）金（100 万）
　　　筧　田　富　江

（3）銀（50 万）
　　　荻　井　公　夫　　　猪　瀬　幸　枝　　　堀　越　弘　幸

会場の様子

受賞者代表の逆井理事 菅沼会長による謝辞
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一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 
※申請受付期間は令和４年３月３１日までとなります。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、
費用の貸付を行います。
◆ 対 象 者　�新型コロナウイルスの影響を受け、休業

等により収入の減少があり、緊急かつ一
時的な生計維持のための貸付を必要とす
る世帯

◆ 貸付上限額　２０万円以内
◆ 据置期間　１年以内　　◆ 償還期限　２年以内
◆ 貸付利子等　無利息・保証人不要

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
◆ 対 象 者　�新型コロナウイルスの影響を受け、収入の

減少や失業等により生活に困窮し、日常
生活の維持が困難となっている世帯

◆ 貸付上限額　��・（２人以上）� 月２０万円以内�
��・（単　��身）� 月１５万円以内�
�※貸付期間：原則３ヶ月以内

◆ 据置期間　１年以内　　◆ 償還期限　１０年以内
◆ 貸付利子等　無利息・保証人不要　　　　　　　　　

緊急小口資金 総合支援資金

坂東市社会福祉協議会　本所　電話 0297-35-4811
坂東市社会福祉協議会　支所　電話 0280-88-1000/0297-44-2943お問合せ

　陶芸教室は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため活動を休止
していましたが、10 月 20 日より、
再開の運びとなりました。久しぶり
の活動に、皆さん思い思いに作品
制作へと取り組み、和やかな時間
が流れました。

　１１月５日、コロナ禍の影響により事業の自粛が続いていま
したが、感染症対策を講じながら「第１１回ボッチャ大会」を
開催しました。ボッチャとはイタリア語で「ボール」を意味す
るヨーロッパ発祥のスポーツで、パラリンピックの正式種目で
す。東京パラリンピックでは、日本代表選手が金メダルを獲
得するなどの素晴らしい活躍を見せてくれました。
　大会当日は２６名が参加し、ボッチャを初めて経験する方も
いましたが、上位入賞を目指して頑張って競技していただきま
した。久しぶりの交流事業だったので参加者の皆さんに大変
喜ばれ、次回開催を楽しみにする声も聞かれました。

陶 芸 教 室陶 芸 教 室

第11回ボッチャ大会第11回ボッチャ大会坂東市身体障害者福祉協議会
『さわやかの会』

●ボッチャのルール　ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、
赤・青のそれぞれ６球ずつのボールをいかに近づけるかを競うスポーツで
す。カーリングのように、相手のボールを弾いたりして、自分が優位に立て
るよう位置取りをしていきます。

※総合支援資金（再貸付）の申請受付期間は令和3年12月28日までとなります。
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第１回オレンジカフェ＆
オレンジカフェボランティア講習会を開催しました！

� 問合せ ��坂東市北部地域包括支援センター　社会福祉協議会
☎�0280-82-1284・0297-44-2943

午前 8 時 30 分 ~ 午後 5 時 15 分（土・日・祝日を除く）

※１…感染対策を十分にとらせていただきますので、安心してご参加ください。
※２…新型コロナウイルス感染拡大状況により、予定を変更する場合があります。

オレンジカフェの様子

オレンジカフェボランティア養成講習会
　認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを進めるため、オレンジカフェの運営に協力して頂ける
ボランティアを募集し、講習会を開催致しました。当日は 6 人の皆さんが受講され、講義・意見交換な
ど熱心に行いました。

　11 月 18 日、猿島福祉センターにて認知症の方やその家族などを対象とした「第１回オレンジカ
フェ」を開催いたしました。
　最初は、皆さん緊張した様子でしたが、ボランティアスタッフとともに脳トレやゲームなどを行い、
最後は皆さん笑顔で楽しく過ごされていました。

「集いの場」ができて
本当に良かった！

次回開催も楽しみに
しています！

参加者より…

　受講生の皆さんからは、オレンジカフェに訪れた方に楽
しい時間を過ごしてもらいたいとの声が多数聞かれました。
今後は担当職員とともに参加者の良き支援者として活動を
していただきます。
　ボランティアの皆さん、どうぞ宜しくお願い致します。

応募動機は…
・定年後、時間に余裕ができたので地域貢献がしたい！
・自分も心配。認知症について勉強したい！
・今までの経験を活かしたい！

受講生の皆さんです！

第２回 オレンジカフェ参加者募集
★日　時 令和4年2月17日（木）午後2時〜 3時30分
★会　場  猿島福祉センターほほえみ　喫茶コーナー
★対象者  認知症の人やその家族、地域の方、 

認知症に関心のある方など
★参加費 無料
★人　数 先着10人程度
★申込期間 令和4年2月9日（水）まで

「認知症予防講座」開催！「認知症予防講座」開催！
脳トレや運動を通し認知症予防を
� 心掛けてみませんか？
★日　時  令和４年２月１７日（木） 

午後１時～２時３０分
★会　場 猿島福祉センターほほえみ
★募　集 １０人
★申込期間 令和４年２月９日（水）まで

脳トレ

ペグ・アモーレ測定

マットス実践

同日開催！
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受　講　生　募　集男性の方大歓迎！

～男性指導士活躍
中～

シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会
シルバーリハビリ体操指導士として、サロンや介護予防教室でボランティア活動をしてみませんか？

シルバーリハビリ体操とは、立つ、座る、歩くなどの日常生活動作や介護予防体操として、いつでも、
どこでも、ひとりでも出来る体操です。身体機能の向上にも効果があります。

日程・会場 　全５日間　
　●日 程 ：  令和4年 １月１８日（火）・２１日（金）・２４日（月）・２８日（金）・３１日（月） 

午前９時３０分～午後３時４５分（午後４時終了）
　●会 場 ： 猿島福祉センターほほえみ
募集人数  １0 人　（受講料：無料）
受講要件   ★市内在住の５０歳以上の方　★全日程に参加可能な方 

★地域での普及・ボランティア活動に積極的参加が可能な方　
講習内容  シルバーリハビリ体操と体操に係る身体の仕組み（講義・実技）
申込方法   坂東市北部地域包括支援センター　社会福祉協議会まで 

来所または電話にてお申込みください。 
なお、申込期限は令和 4 年 1 月 7 日（金）までとなっております。 
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日・年末年始を除く）

※１…会場は感染予防対策を十分に取らせて頂きますので、安心してご参加ください。　 
※２…今後の新型コロナウイルス感染拡大状況などにより、予定を変更する場合があります。

白鳥や自然観察を楽しみながら元気に楽しくウォーキング！
令和３年度ウォーキング教室開催 

12 月 4 日、菅生沼ヘルスロードにて「ウォーキング教室」を開催いたしました。今後も様々なイベン
トを通して介護予防の大切さをお伝えしたいと考えております。たくさんの皆様にご参加いただき、あり
がとうございました。

菅生沼の自然を守
る会

代表の圓㟢善治先
生か

ら講義を受け、改
めて

菅生沼の良さを知
るこ

とができました。

健康運動実践指導士
の野口翠先生から正
しい歩き方の指導を
受け、4.4㎞のコース
を歩きました。

最後に

参加者全
員で

記念写真
を

パシャリ
！
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福 祉 出 前 講 座
   社会福祉協議会では、子どもの頃から高齢者や障がい者等への理解を深め、多くの人に手を差し伸べ
ることができるよう、車椅子・白杖・高齢者疑似・手話・点字等の福祉出前講座を行なっています。

今年度も多くの小・中学校で実施しています。体験してみたい個人や団体があれば社協までお申込み
ください。

 弓馬田小学校出前講座【点字・白杖】 

逆井山小学校出前講座【白杖・高齢者疑似】

社協飯島支部  飯島地区防災訓練
11 月 6 日、 飯 島 分 館

と共催による「飯島地区
防災訓練」を猫実新田と
平八新田のそれぞれの緊
急退避場所で実施いたし
ました。今年度で 5 カ年
計画の 3 年目になり、昨
年は新型コロナウイルス
感染症により、集まって
の防災訓練は実施できませんでしたが、今回は行政区の代表者や消防団員の参加に絞り少人数で
実施いたしました。この防災訓練は、防災に対して一人一人の意識を高めることが目的で、近年
では、災害がいつどこで発生してもおかしくない状況の中、参加者は熱心に講話を聞いていま 
した。
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金品寄付者名 金額（円）
福祉寄付

猿島グラウンド・ゴルフ協会 29,400 
古河ヤクルト販売㈱ 51,000 
匿名 553 
匿名 3,300 

物品寄付者名
使用済み切手・未使用切手

冨山　章 ㈱ T.E.E.M 山七
関根　喜一 ㈲太陽樹脂化工
酒のごとう 冨山　満子
針替珠算教室 川島　礼子
五十嵐　幸子 坂東市立猿島中学校
張替　光子 森田　千恵子
並木屋酒店 高橋医院
木村　宏 博愛学園
小竹　和江 木村　たけ
ガールスカウト茨城県第 8 団 アオキ種苗店
渡辺　美枝 匿名　3 人
㈱タカダ

プルタブ
米山　フミ子 藤田プラチナクラブ
博愛学園 中野　栄一
関根　喜一 張替　登喜子
上猫実婦人部 相良　美江子
並木屋酒店 西村中えがお会
滝本　修司 大鳥建築
菅　善幸 西村南シニアクラブ代表 木村眞也
深津　ちひろ 後藤　駿斗　秀斗
板垣　里視 匿名　6 人

ベルマーク
関根　喜一 川島　礼子
木村　成美、武史 相良　美江子
深津　ちひろ 渡辺　美枝
板垣　里視

その他物品
関根　喜一 吉田石油
逆井　秀夫 霜田住宅㈱
深津　ちひろ 匿名　2 人

米
霜田住宅㈱ 冨山　敏子
滝本　政行 岩井農業協同組合
坂東市生活学校こども食堂 匿名　2 人

食品（乾麺・缶詰等）
㈱すぎのや 匿名　3 人
岩井地域女性委員会

エコキャップ
はあとぽっぽ 坂東ひな飾りプロジェクト
滝本　登 木村　稔
村山　晟 ㈲太陽樹脂化工

心温まるお気持ちをお寄せくださいまして、誠にありがとうございます。お預かりした善意は、社会福祉向上の 
ために活用させていただきます。

善 意 銀 行

令和3年9月1日～令和3年11月30日受付分 （敬称略、順不同）

あなたのまごころ伝えたい

お預かりしているもの   現金、ペットボトルキャップ、使用済み切手、
その他社会福祉推進に活用できるもの

お預かりしている場所   社協本所・社協支所（土曜、日曜、祝日除く、
午前8時30分から午後5時15分まで）

物品寄付者名
エコキャップ

ヨークベニマル坂東店 根本　すみ子
矢作新田シニアクラブ 高地　里子
武井　勝男 飯田　みさい
しずかの創造苑 カットハウスレーヴェ
キヤノンエコロジーインダストリー㈱ 𠮷田　幹秀
さしま環境管理事務組合 ㈲たきもと
米山　フミ子 ㈱ホリテック
博愛学園 合田　きみ子
冨山　章 富山　よし子
関根　喜一 羽富　昭八
河原崎　賢 中野　栄一
酒のごとう 中村　欽哉
上猫実婦人部 會田　操
渡辺　民子 松本　久美
吉岡　いつ子 張替　登喜子
張替　光子 川島　礼子
木村　成美、武史 丸太
逆井　良男 戸塚　恵美子
浮辺　敏男 相良　美江子
特別養護老人ホーム　恵愛荘 荒木　健夫
並木屋酒店 倉持　恵子
文倉　秀勝 坂東市立猿島中学校
滝本　修司 新谷　まさ子
㈲岩井安田保険企画 放課後デイサービス　たいようの家
菅　善幸 根本　一枝
荒川　登 西村中えがお会
木村　宏 染谷　恭助
倉持　逸子 大鳥建築
佐村　則子 森田　千恵子
㈱ T.E.E.M 山七 浦島太郎逆井店
野口　和美 エフピコイーストロジ㈱
深津　ちひろ 木村製畳
藤田プラチナ会 さしま保育園
木村　巳三夫 中生子東シニアクラブ
岩井美容組合 西村南シニアクラブ代表 木村眞也
後藤　駿斗　秀斗 ㈱三和部品
板場　浩 間中　正子
石塚　あい子 ガールスカウト茨城県第 8 団
渡辺　美枝 岩井自動車学校
中山　隆 アオキ種苗店
ボーイスカウト坂東第１団 川端シニアクラブ
吉泉苑 塚原
木村　英男 ㈱タカダ
板垣　里視 匿名　17 人

岩井農業協同組合 古河ヤクルト販売㈱
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ふれあいふれあいサ ロ ン 紹介
藤田プラチナ会

北生子シニアふれあいサロン 小山上区健康体操同好会

桃山団地健康体操サロン えがおサロンかりやど
毎月第 2、第 4 土曜日の午前

10 時～ 11 時 30 分でサロン教
室を開催しています。毎回参加
者に有意義なサロンとして参
加・体験できるよう工夫を心掛
けています。

体操サロンの他、お手玉や輪
投げなども取り入れ、休憩中に
はお茶菓子等を使用しながら、
地域の参加者同士のコミュニ
ケーションの強化をはかります。

月に２回、皆と楽しく笑いと会
話を貴重とする交流会を開催し
ています。体操などを取り入れ、
体力の維持及び増進を図るとと
もに、認知症の予防にも努めて
います。

小山上集落センターでサロン
活動が再開しました。以前の半
分程度の参加者ですが、コロナ
禍でも感染予防対策を行いなが
ら、健康と
地域のきず
なを大切に
活動してい
きます。

毎月第 3 水曜日、桃山団地
内の住民を対象にサロンを開催
しています。いきいきヘルス体
操や勉強会などを行い、心身の
健康づくりに努めるとともに、今
後はコロナ禍でも交流できるよ
うな活動を目指していきます。

毎月第１・３火曜日に「健康体
操」、第１土曜日は「輪投げ・ペ
タンク」を実施。地元の子ども
たちと輪投げ大会などの三世代
交流の場を企画していますが、
コロナ禍により現在は実施見送
り。今後は地
区民同士が交
流できること
を楽しみにし
ています。

ふれあいサロンが少しずつ再開しています !!
 　新型コロナウイルスによる感染者の増加や緊急事態宣言等により、ふれあいサロンの再開が度々延
期となっていましたが、少しずつ再開しています。
　地域のみなさんが身近な場所で、健康づくりやおしゃべりなど、気軽に楽しく
参加できる憩いの場。地域の実情に合わせた活動が広がっています。
　現在、４０団体のふれあいサロンが登録されています。お近くのふれあいサロ
ンがお知りになりたい方はお気軽にお問合せください。
●お問合せ先　坂東市社会福祉協議会　本所　電話 ０２９７－３５－４８１１


