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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

社協は社会福祉協議会の略称です。この広報紙は、共同募金配分金により作成されています。
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主な内容

　11月23日、令和４年度坂東市社会福祉大会が開催されました。
　式典では、これまで社会福祉事業にご尽力されました個人・団体様の表彰、また坂東市民健
康体操高額貯筋者の表彰が行われました。

令和４年度 坂東市社会福祉大会令和４年度 坂東市社会福祉大会

ご近所福祉クリエーター　酒井 保 氏

　基調講演では、ご近所福祉クリエーターの
酒井保氏が「コロナ禍でも支え合える地域づ
くり」というタイトルで、コロナ禍での支え合
いや2025年問題、介護保険制度と地域支え
合いの両立、社会性とフレイル（虚弱）化の
相関関係などの観点から支え合う地域づくり
について、ご講演いただきました。
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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）

＜社会福祉団体役員＞
　飯　田　江　美　坂東市心身障害児者父母の会副会長	 　堀　井　　　尚　坂東市視覚障害者福祉協会副会長
　張　替　　　正　坂東市視覚障害者福祉協会副会長	 　鈴　木　喬　一　坂東市シニアクラブ連合会役員
　谷　上　富　次　坂東市シニアクラブ連合会役員	 　中　山　邦　志　坂東市シニアクラブ連合会役員
　中　山　吉　治　坂東市シニアクラブ連合会役員	 　倉　持　　　稔　坂東市シニアクラブ連合会役員
　木　村　福　榮　坂東市シニアクラブ連合会役員	 　逆　井　広　志　坂東市介護保険事業者団体連合会会長
＜民生委員児童委員＞
　倉　持　嘉　男　猿島地区民生委員児童委員協議会	 　花　島　美津子　岩井地区民生委員児童委員協議会
　野　口　和　美　岩井地区民生委員児童委員協議会	 　羽　富　明　則　岩井地区民生委員児童委員協議会
　𠮷　田　幹　秀　岩井地区民生委員児童委員協議会	 　相野谷　洋　子　岩井地区民生委員児童委員協議会
　䑓　　　富　士　岩井地区民生委員児童委員協議会	 　野　口　惠　子　岩井地区民生委員児童委員協議会
　栗　原　芳　男　岩井地区民生委員児童委員協議会	 　張　替　　　勉　岩井地区民生委員児童委員協議会
＜社会福祉活動団体＞
　坂東市いきいきヘルス体操指導士会

　２．坂東市社会福祉協議会会長感�謝� （順不同、敬称略）

　倉　持　く　に	 穴　澤　修　治	 嶋　村　政　行
　音頭金属株式会社	 有限会社三郷解体	茨城リサイクルセンター

　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）金（１００万）　　
　　　荻　井　公　夫　　堀　越　弘　幸
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生子菅支部

飯島支部

岩井第一支部

ニセ電話詐欺にあわないための講座ニセ電話詐欺にあわないための講座

飯 島 防 災 訓 練飯 島 防 災 訓 練

シニアグラウンド・ゴルフ大会シニアグラウンド・ゴルフ大会

　ニセ電話詐欺によってお金をだましとられる被害が、近隣
でも続出しているため、１０月２９日に『ニセ電話詐欺にあわ
ないための講座』を開催しました。
　この講座では、講師に境警察署生活安全課の方や坂東市
消費生活相談員の方にお越しいただき、実際にあった詐欺被
害の内容等について教えていただきました。また、もし詐欺
被害にあってしまった場合にはどのように対処したらよいかを
学ぶとともに、常日頃から詐欺にあわない賢い消費者になる
ためにはどのようなことに気を付けたらよいか等を学びました。
　他人事ではなく、いつ自分に襲い掛かるかもしれない内容
に、皆さん真剣に耳を傾けていました。

　１１月５日、飯島分館と共催による「飯島地区防災訓練」を神田山新田と勘助新田のそれぞれの
公民館で実施いたしました。今年度で５カ年計画の４年目になり、区長から危険箇所の説明や坂東
市役所防災危機管理室からは災害時に準備する物や避難情報など解説がありました。また、社会
福祉協議会からは、様々な場所で
災害が発生し、復興復旧のために
欠かすことのできない災害ボラン
ティアについて説明を行い、災害
ボランティアの登録についても呼
びかけを行いました。

　11月25日、岩井福祉センターふれあい広場において、社協岩井第一支部・岩井第一分館共
催による、シニアグラウンド・ゴルフ大会を開催しました。
　当日は天候にも恵まれ、温かい日差しのなかで、グラウンド・ゴルフを楽しまれていました。
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手話言語の国際デー
毎年 9 月 23 日は「手話言語の国際デー」です。 

「手話言語の国際デー」の日に、坂東市役所もライトアップされました。
「手話言語の国際デー」は、2017 年（平成 29

年）12 月 19 日に国連総会で決議されました。
制定後 5 年目の今年、世界ろう連盟が「手話

言語のためのブルーライト」イベントを立ち上げ
ました。これを機に、全日本ろうあ連盟も「世界
そして日本を青色に！ ～いのちの輝き 手話言語に
光を～」チャレンジプロジェクトを実施し、手話が
言語であることへの認知を広める活動を行いま 
した。

坂東市では、この取り組みに賛同し、生活のあ
らゆる場面で手話言語を使うことが保障され、き

こえる人ときこえない人がともに暮らせる、人権と平等が守られた共生社会の実現を目指し、坂東市役
所が青色でライトアップされました。※青色は、世界平和を表す手話言語国際デーのテーマカラーです。

坂東市社会福祉協議会では、手話に興味があるけれど「手話は難しい」と思っている方や「チャレン
ジ」をためらっている方に、まずは「楽しく」手話に触れてほしい…そんな思いから、この「手話言語
の国際デー　ブルーライトアップ」を機に「はじめての手話教室」を企画しました。自己紹介やあ
いさつなど、簡単な手話表現を全３回課程で気軽に学べる講座として開催しました。

受講者の皆さんは、手話を学んでみたいというその思いを胸に、真剣な眼差しで受講されていました。

はじめての手話教室

手話とは「目」で見て理解する「ことば」です。

手話とは「手や身体、表情」で表す「ことば」 
です。

聞こえる人（健聴者）が声のトーンで感情を
表すように、手話の表現の大きさや強弱、表
情豊かに表現することで気持ちを伝えます。
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はじめての手話教室
　社会福祉協議会では、９月２３日の手話言語の国際デーをきっかけに「はじめての手話
教室」を開催しました。

　最初は緊張して表情も固かった皆さん
でしたが、学習を進めていくうちに、心
がほぐれて笑顔が増えました。
　「これからも手話の勉強を続けていき
たい！」「まだまだ一緒に勉強したい！」と
いう声がありました。講師の山﨑さんか
らも「また、お会いできることを楽しみ
にしています。」と心強い言葉をいただ
きました。皆さん、お疲れさまでした。 講師及び受講生のみなさん

手話という「ことば」に興味のある方は、次回開催の手話教室へぜひご参加ください。
詳細内容は、広報紙等でお知らせします。

講師　手話通訳者（山㟢氏）
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茨城県社会福祉大会　社会福祉事業功労者のご報告
10 月 19 日、ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）を会

場に「第 72 回茨城県社会福祉大会」が開催されました。
　この大会は、茨城県、茨城県社会福祉協議会、茨城県共同募金会が共催で
開催し、多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方々に感謝の意を表しま
すとともに、皆さまに社会福祉への関心をもっていただくことを目的に開催され
ています。
　受賞された皆さまには、深く敬意を表するとともに、心よりお祝いを申し上げます。
　今大会において多年にわたり社会福祉への功績により、当市から受賞された方々をご報告いたします。

（順不同・敬称略）

<茨城県知事表彰>
○民生委員・児童委員 羽富　明則　　野口　和美　　𠮷田　幹秀
○社会福祉施設職員 【特別養護老人ホーム恵愛荘】   中川　友美子　　瀧本　晃子　　篠塚　晴美
○社 会 福 祉 協 議 会 倉持　英司　　鈴木　健二　　青木　美千代
○共同募金運動奉仕者 坂東市連合民生委員児童委員協議会　

<茨城県社会福祉協議会会長表彰>
○民生委員・児童委員 相野谷　洋子　　䑓　富士　　野口　惠子　　栗原　芳男　　張替　勉
○社会福祉施設職員 【認定こども園岩井保育園】　倉持　奈歩
 【特別養護老人ホーム恵愛荘】　中村　まゆみ
○ボランティア　坂東市生活学校　　　○社会福祉協議会　梅津　広子

<茨城県社会福祉協議会会長感謝>　音頭金属株式会社

　パラリンピックの正式種目「ボッチャ交流会」を開催いたします。この交流会は、会員以外でも身体障
害者手帳の交付を受けている市内在住の方であればご参加いただけます。
　ボッチャは誰でも楽しむことができるスポーツです。初めてでも安心してプレーできますので、お気軽
にご参加ください。

期　日　令和 5 年 1 月 25 日（水）
時　間　受付 9:00　開会 9:30　閉会 12:00
会　場　市民研修所（坂東市岩井 4411 番地）
対象者　 ①身体障害者手帳の交付を受けている市内在住の方 

②坂東市身体障害者福祉協議会会員の方
人　数　先着 30 人程度　　参加費　無料
申込期限　12 月 27 日（火）まで　（土日を除く）
申込・問合せ 
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

坂東市身体障害者福祉協議会「さわやかの会」　ボッチャ交流会 参加者募集ボッチャ交流会 参加者募集
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金品寄付者名 金額（円）
福祉寄付

㈲三郷解体　茨城リサイクルセンター 300,000 
岩井ライオンズクラブ 128,619 
針谷　敏子 5,986 
西坪ゴルフ会 5,000 
BS カレッジ前期 1,462 
匿名 3,300 
匿名 3,300 
古河ヤクルト販売㈱ 50,000 
匿名 2,000 

物品寄付者名
使用済み切手

酒のごとうお客様一同 ㈱森角ダイカスト
滝本　修司 Tokyo Tea Trading
㈲小林畜産 針谷　と志い
より道会 小竹　和江
㈱機材社 B.S.K 代表 木村　久雄
倉持　喜代子 米島　一秀
古矢　卓二 木村　たけ
板場　浩 渡辺　美枝
アイセイ薬局坂東店 野口　信子
㈲倉持電機 砂崎シニアクラブ
森田　千恵子 匿名　3 人

プルタブ
小山下シニアクラブ 関根　喜一
滝本　修司 岩井美容組合
中村　奈美子 岩本　利夫
金子　美江子 合田　きみ子
深津　由美 野口　勝幸
アイセイ薬局坂東店 野口　信子
大鳥建築 塚原　昭
西村中えがお会 西村南シニアクラブ
後藤　英雄 相川　菊男
匿名　1 人

ベルマーク
中村　ひろ子 合田　きみ子
㈲小林畜産 ㈲長須屋商店
Tokyo Tea Trading 針谷　と志い
滝本　大和 深津　由美
渡辺　美枝 野口　信子
鹿野谷　直美 匿名　3 人

米・玄米
霜田住宅㈱ 飯田　守
髙橋　亮二 ㈱ハリカ岩井店
滝本　政行 匿名　7 人

その他食品
ヤマダイ㈱ 匿名　1 人

エコキャップ
さしま環境管理事務組合 中村　竹子
武井　知子 小谷野　伊一
ヨークベニマル坂東店 小谷野　明子
中村　ひろ子 関根　喜一
木村　巳三夫 ミムラ建築
Hair & Make Insolite 岩井美容組合
小山下シニアクラブ しずかの創造苑
博愛学園 小酒井　勝雄
㈱野菜工房　木村 河原崎　賢
武井　勝男 野口　昇瑚

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

期間：令和4年9月1日～令和4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

間中　達雄 斉木　ひろむ
酒のごとうお客様一同 倉持　喜代子
坂東ひな飾りプロジェクト ㈱森角ダイカスト
滝本　修司 中野　栄一
今村　かづ江 中村　欽哉
㈲小林畜産 駒﨑　征
飯田さく泉ポンプ店 山村　悠七
武井鉄工建設㈱ 岩本　利夫
㈱ホリテック Tokyo Tea Trading
桃山団地健康体操 ㈲吉田自動車工業
桃山団地シニアクラブ 新町シニアクラブ
桃山団地自治会 ㈲岩井安田保険企画
堀越　賢司 岩井農業協同組合
藤田プラチナ会 塚原　角二
より道会 長谷一区シニアクラブ
㈲橘観光 合田　きみ子
中村　奈美子 石塚　照子
中村　隆雄 B.S.K 代表 木村　久雄
金子　美江子 ㈲参考堂
深津　由美 バンヤンツリー
長谷五区シニアクラブ ボーイスカウト坂東第一団
オエノン　サッカー部 岩井農協女性部七郷支部
野口　勝幸 スズキトラスト㈱
海老原　明子 板場　浩
渡辺　俊昭 風見　久夫
荒木　健夫 高地　里子、飯田　みさい
放課後デイサービス たいようの家 渡辺　美枝
砂崎シニアクラブ 野口　信子
鹿野谷　直美 川端シニア
塚原　昭 根本　一枝
㈲吉田石油店 穴澤　修治
稲葉　和敏 大鳥建築
染谷　恭助 森田　千恵子
島田　マサ子 丸太
野口　義比古 吉泉苑
吉田運送㈱ 西村中えがお会
猪瀬　多都夫 塚原　耕喜
後藤　英雄 ㈱つくばサービスネット
はあとぽっぽ 西村南シニアクラブ
さしま保育園 匿名　13 人

その他物品
逆井　秀子 アイセイ薬局坂東店
針谷　と志い 塚原　昭
匿名　1 人

㈲三郷解体 茨城リサイクルセンター 岩井ライオンズクラブ

※写真撮影時のみマスクを外しています。
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� 申込・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・・・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。
※２・・・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。

市民向け認知症サポーター養成講座を開催しました
9 月 30 日に『市民向け認知症サポーター養成講座』

を開催し、18 人の方が新たな認知症サポーターとなりま
した。

認知症サポーター養成講座の講師役として活動されて
いる『坂東市認知症キャラバン・メイトネットワーク』会
員より、認知症がどのような病気か、どのように接したら
よいか、寸劇も交えてわかりやすく教えていただきました。
参加者からは「寸劇で理解しやすかった」「急がせず、優
しく接していきたい。」との感想が聞かれました。

認知症について学んでみたいという方、地域の集まり
や会社にも出張講座にお伺いします。お気軽に下記申
込・問合せ先までご相談ください。

▲認知症サポーター養成講座の様子

▲開講の様子

▲受講生の皆さんです！

▲脳トレも行いました！

▲菅沼会長がNHKのインタビューを受ける様子

オレンジカフェボランティア講習会を開催しました！

オレンジカフェ

　　参加者募集
！

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い
ただけるボランティアを募集し、講習会を開催致しました。皆さん熱心に受講されていました。

応募動機は…
　◦ボランティアに興味があり、地域に貢献したい。
　◦知人から誘ってもらった。自分も心配。
　◦認知症について勉強したい。
　◦身近に認知症の方がいて力になりたい。など

今後は参加者の良き支援者として活躍していただきます。
ボランティアの皆さんどうぞ宜しくお願い致します！

次回オレンジカフェのご案内
・日　時：令和５年２月１４日（火）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
・内　容：脳トレ、レクリエーション、個別相談など
・参加費：無料
・人　数：１０人程度　　　事前にお電話にてご予約をお願いします。

お気軽にどうぞ！
お待ちしてます


