
切　手
　　　　端山　岡野俊雄 様

大切にします！あなたの善意

No.30　2007.11.7No.30　2007.11.7

やまゆり基金へ
　匿名希望 100,000 円

保育所と高齢者のふれあい交流会保育所と高齢者のふれあい交流会

共同募金配分事共同募金配分事業業
　去る10月19日（金）に美浦村農林漁業者トレー

ニングセンターにて「第 16 回保育所児と高齢者

のふれあい交流会」が開催されました。この催し

は前年度村内の各ご家庭、学校児童生徒、職域、

街頭募金、各団体等から寄せられました共同募金

の配分金の一部により実施されました。古切手
　　　　大須賀津　石橋靖雄 様
　　　　みほ絵てがみ同好会「彩」様
　　　　美浦村役場 様

安心してくらせるまちづくりをめざして安心してくらせるまちづくりをめざして



みほ社協だより

所在地　美浦村土屋 1979-80
電　話　029-885-4311
ＦＡＸ　029-885-3666
ホームページ　http://www.sanbooksha.co.jp

サンブック社は、出版物流業界のリーディングカンパニー！
埼玉県三郷市・越谷市【11箇所】、茨城県【4箇所】、東京
都九段下に事業所を構え、保管管理・輸送・出版営業代行・
洋紙販売・印刷製本・物流機器資材販売など“出版のパー
トナー”として、出版社さまのお役に立てるようこれから
も頑張ります！

株式会社サンブック社株式会社サンブック社

本橋商店本橋商店

所在地　美浦村宮地 596
電　話　029-885-3551
ホームページ　http://www.mihochu.or.jp

隣接のゴーエン美浦では、在宅支援として通所リハ
ビリ・訪問看護・訪問ヘルパー事業があります。気
軽にご相談下さい。

美浦中央病院美浦中央病院

所在地　美浦村木原森戸 3027
電　話　029-885-4811
ＦＡＸ　029-885-4808

当研修所は花王㈱創業 100 周年記念行事の一環とし
て平成元年に建設されました。
緑豊かな自然と美浦の皆様との調和を大切にし今後
も歩んで行きたいと思います。

花王㈱ 霞ヶ浦研修所花王㈱ 霞ヶ浦研修所

所在地　美浦村美駒2500-2  とぴあ２Ｆ
電　話　029-885-3435
ＦＡＸ　029-885-3433

美浦支店は昭和 59 年 10 月に美浦トレーニングセンター
入口にある美浦トレセンショップ２Ｆにオープンしまし
た。＜中央ろうきん＞は安心・安全・健全をモットーに
働く人たちの視点にたって、職場・地域・家庭から信頼
される勤労者のための福祉金融機関です。今後も皆様に
安心してお取引いただけるように、支店職員一同励んで
まいりますのでよろしくお願いします。

中央労働金庫 美浦支店中央労働金庫 美浦支店

所在地　美浦村大須賀津 1191
電　話　029-885-3820
ＦＡＸ　029-885-3822

当社は 1995 年美浦に研究所を
開設以来、ケミカルを通じて社
会貢献と地域振興を目指してい
ます。

ジーベンケミカル㈱ 生産技術研究所ジーベンケミカル㈱ 生産技術研究所

所在地　美浦村信太 2635-3
電　話　029-885-2911
ＦＡＸ　029-885-2634

常陽銀行美浦支店は来年開設
30 周年を迎えます。
今後もこれまで以上にお客様中心主義に徹し、地元
の皆様の発展に全力を尽くして参りますので引続き
ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社常陽銀行 美浦支店株式会社常陽銀行 美浦支店

栗山工業株式会社栗山工業株式会社

所在地　美浦村布佐 1049 番地
電　話　029-885-0477
ＦＡＸ　029-885-6271

昭和 59 年創業以来、土木工事を中心に公共工事、
民間工事の事業を通し、地域社会に貢献するよう努
めています。

福祉を支えてくださる企業紹介福祉を支えてくださる企業紹介

サンブック社　関東物流センター

所在地　美浦村定光 129（酒・タバコ）
　　　　美浦村太田 349（ガソリンスタンド）
電　話　029-886-0100（酒・タバコ）
　　　　029-886-0322（ガソリンスタンド）
ＦＡＸ　029-886-0351

定光店で酒・タバコ、太田店でガソリン販売・車検・
自動車保険を取扱っています。
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赤い羽根共同募金ってなあに？

みほ社協だより

　毎年１回、ボランティア２００万人が支える国民総参加のたすけあい運動と

なって展開されます。寄付金の募集・管理・配分を総合的に調整して行うとこ

ろに特徴があります。

　また、県内で共同募金に寄付したお金は、県内の社会福祉に使われ、県外や

国外に使うことはできません。（災害支援・救援活動のための準備金のみ、県

外への拠出が認められています。）

シンボル

キャラクターの

愛
あい

ちゃんと

希
き ぼ う

望くんです！

　日本で始まったのは１９４７（昭和

２２）年。まだ、あちこちが焼け野

原でした。戦争が終わって、民間の

福祉施設・団体が資金に苦しんでい

るときに、募金活動はスタートしま

した。戦災孤児や体の不自由な人が

大勢いて、たすけあうことが何より

も大切でした。もちろん平和な今

も、たすけあいの大切さは変わりま

せん。

毎年１０月１日から１２月３１日までの３か月間、日本中で行われ

ています。学校や家庭、お父さんお母さんの職場など、さまざま

な場所で募金が行われています。
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募金から配分までの流れ

募
金
方
法

募
金
方
法

配　
　

分

配　
　

分

いろいろなところで募金を呼びかけています

会社 学校 家庭 街頭 など

など

みほ社協だより

茨城県共同募金会

一　　 般　　 募　　 金一　　 般　　 募　　 金
歳 末 た す け あ い 募 金歳 末 た す け あ い 募 金

募金募金

ボランティア団体
Ｎ　　 Ｐ　　 Ｏ

社 会 福 祉 団 体

社会福祉協議会

社 会 福 祉 施 設
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みほ社協だより

▲＜写真提供＞　林  慶康 氏
  美浦村老人クラブ連合会趣味クラブ

 「写真クラブ」所属

祝祝茨城県老人クラブ会長賞受賞茨城県老人クラブ会長賞受賞
　去る９月４日（火）茨城県立県民文化センターにお
いて第46回茨城県老人クラブ大会が開催されました。
　ここで美浦村老人クラブより宮本とき子さんと青山
忠雄さんが老人クラブ功労者として茨城県老人クラブ
会長賞を受賞されました。

宮本とき子さん 青山忠雄さん

美浦村社会福祉協議会では、「安心してくらせるまちづくり」をめざして福祉活動を推進
しておりますが、そのためには「潤いのある豊かなふるさと」が必要です。村の美しい
風景を見直し環境保全の高揚を図る事を願い写真展を開催いたします。
《テーマ》　美浦村の美しい自然の風景及び環境意識の高揚を図れる作品。
《部　門》　部門１　美浦村の美しい自然の風景・環境意識の高揚を図れる作品。
　　　　　部門２　美浦村の古写真（昭和４０年代頃まで）※審査対象外作品
《応募資格》　美浦村に居住の方・在勤の方でアマチュア写真家
《応募規定》
・モノクロ、カラー写真（デジタル可）。応募点数は一人５点以内。
・すでに何らかの賞を受賞した作品は不可とし、平成１７年以降に撮影された作品とし
ます。（部門１のみ）
・サイズはモノクロ、カラープリントともに、四つ切（ワイド可）とし、デジタルはＡ
４サイズ（合成・加工不可）。ただし部門２についてはサイズは問いません。
・応募用紙（社会福祉協議会に用意して有ります）に必要事項を記入し作品の裏面に貼
り付けて下さい。（美浦村社協ホームページhttp://mihoshakyo.umu.cc/ からもダウンロー
ド出来ます）
・写真の著作権は本人に帰属しますが、美浦村社会福祉協議会の印刷物等に使用させて
頂く場合もあります。
・応募作品数は一人５点以内ですが、原則としての一人の応募者に対して入賞作品は１
点といたします。

《応募締切》　平成２０年１月１８日（金）必着
《申込先》　美浦村社会福祉協議会
　　　　　※詳細は美浦村社会福祉協議会までお問い合せ下さい。

美浦村社会福祉協議会では月に２回、見守りが必要な
ひとり暮らしのお年寄りを対象に、「配食サービス」を
実施しております。お弁当の調理は、ボランティアサー
クルの皆さんが交代でおこない、配達・訪問は配送ボ
ランティア、民生委員さんにご協力いただいておりま
す。今回は配食サービスを支えてくれる配送ボランティ
アの皆さんをご紹介いたします。

担当地区 お名前
上宿・登宿・田中 安田　正志さん
浜・後宿・山戸丁 葉梨　悦男さん
郷中・受領 佐々木千歳さん
大須賀津・茂呂 坪井　　博さん

布佐 椎名加代子さん
上舟子 中澤　光夫さん
下舟子 羽成　　昭さん
大谷 高橋タカ子さん

信太・根古屋・興津 増尾　恵子さん
土屋 吉田　　拡さん

根火・馬掛・八井田 岡野富士雄さん
土浦・大山・大山東部 村崎　睦男さん

　美浦村社会福祉協議会では、「安心してくらせるまち
づくり」をめざして福祉活動を推進しておりますが、そ
のためには「元気な高齢者の輪」が必要です。
　高齢者が趣味を通じて活動・交流の輪を広げることで、
地域でいきいきと過ごせるよう、ゴルフコンペを下記要
領により開催いたします。

記
１．開催日時　　　平成１９年１１月２９日（木曜日）
２．会　　場　　　美浦ゴルフ倶楽部
３．募集定員　　　先着順　２０名（５組）
４．参加資格　　　昭和２３年４月１日以前にお生ま

れの村内在住の方
５．そ の 他　　　詳細は美浦村社会福祉協議会まで

お問い合わせ下さい。

歳末たすけあい支援事業

につきましては 12 月号

の社協だよりでお知らせ

いたします！

配送ボランティアのご紹介

みほむら自然環境いきいき写真展

第1回美浦村いきいきチャレンジ
ゴルフコンペのご案内
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相談日：１１月２１日（水）

時　間：午後１時３０分～３時３０分

場　所：老人福祉センター

☎予約開始　１１月７日（水）より

弁護士による
　　 法律相談日

無料

要予約

キャッチフレーズ・イメージキャラクターを募集します！

相談日：毎週月曜日（祝祭日除く）

時　間：午後１時～３時

場　所：老人福祉センター

社会福祉法人社会福祉法人

美浦村社会福祉協議会美浦村社会福祉協議会
　〒 300 － 0421
　茨城県稲敷郡美浦村木原１５０－２
　 ☎　029 － 885 － 0038
　FAX  029 － 885 － 1042
　ホームページアドレス
　　    http://mihoshakyo.umu.cc/

心配ごと相談所

無料

美浦村いきいき子育て支援金制度

美浦村社会福祉協議会の美浦村社会福祉協議会の

キャッチフレーズ・イメージキャラクターを募集します！

　美浦村社会福祉協議会では、「安心してくらせるまちづくり」をめざして福祉活動を推進しておりますが、そのためには

「元気な子どもたちの声が聞こえる環境づくり」が必要です。子どもを安心して生み育てることのできる環境をつくること

で、地域の活力が生まれるよう、いきいき子育て支援金制度を１２月１日より開始いたします。

○第３子以降の子 ( 以下、対象児という ) を養育している親権者１名で、１年以上美浦村にお住まいの方になります。

名　称 金　額 条　　件 

１歳児支給 ２万円 期間中に１歳の基準日を迎えたもの 

２歳児支給 ２万円 期間中に２歳の基準日を迎えたもの 

３歳児支給 １万円 期間中に３歳の基準日を迎えたもの

※基準日は対象児の生誕月日です。
※期間とは当該年度４月２日から翌年度４月 1日
の間をいいます。
※平成１９年４月１日以前の基準日は支給対象と
なりません。

○次の方には支給されません。
　（１）申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員に係る村税等に滞納がある
　（２）生活保護法の規定による保護を受けている

社会福祉協議会を知ってもらうために、もっと身近に実感してもらうために、社会福祉協議会のキャッチ
フレーズと、社協活動を分かりやすく説明してくれるキャラクターを募集します。皆さんから親しまれ、
愛されるような作品をお待ちしております。

（１）キャッチフレーズ
（２）イメージキャラクター（及びキャラクター名）
これら全ては美浦村社会福祉協議会をわかりやすく表象し、
親しみのあるものとする。

　　　　　誰でも応募可。プロ・アマ、個人・団体を問わない。

＜全部門共通＞
　（１）未使用、未発表のオリジナル作品に限る
　（２）専用の応募用紙を使用すること
　（３）作品は応募用紙１枚に付き１作とする
　（４）複数応募可

＜イメージキャラクター部門＞
　（１）イメージキャラクターの名前とデザインの作成意図

（200 字程度）を記入すること

　【参考：名称】
　　名称：社会福祉法人　美浦村社会福祉協議会
　　通称：「みほむらしゃきょう」又は「みほしゃきょう」

対 象 者

支 給 額

受 給 制 限

問い合わせ

詳細は社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

　応募の際には、規定の応募用紙（社会福祉協議会または
ホームページ上にあります）に必要事項をすべて記入のう
え、「社会福祉協議会  公募係」まで持参又は送付すること。

　　　　　平成１９年１０月１日～平成２０年１月３１日（必着）

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会において審査決定後、入
賞者に通知するとともに、広報誌・ホームページ等で公表する。

　　　　入賞者には、賞状及び副を賞授与。

（１）採用されたキャッチフレーズ・イメージキャラクター
の著作権は、すべて社会福祉法人美浦村社会福祉協議
会に帰属する。

（２）採用作品には補作を行う場合がある。
（３）応募作品は返却しないこととする。
（４）応募規定に違反があった場合、採用を取り消すことが

ある。
（５）この募集で取得した個人情報は本公募事業に限り利用

することとし、他の目的には使用しない。

募集内容

応募資格

応募規定

応募方法

応募期間

結果発表

表彰

注意事項

12月１日からスタート！
みほ社協だより


