
茨城県共同募金会美浦村支会を通じて今年度
県共同募金会に送らせていただきます。

共同募金中間報告共同募金中間報告

善意銀行へ　　陶美 様 20,000 円
　　　　　　　あっぷるくらぶ 様 5,000 円大切にします！あなたの善意

No.No.3131　2007.　2007.112.52.5

街頭募金
　美駒ボランティア 様 44,763 円

男の料理教室（11月9日）男の料理教室（11月9日）

共同募金中間報告共同募金中間報告
１１月末日現在ご協力いただいております募金は次のとおりです。

古切手　　美駒ボランティア 様
　　　　　（土屋）矢部 美千代 様
　　　　　（浜）橋本千代子 様
　　　　　日本調教師会 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

一般募金 2,438,473 円

歳末募金 2,656,650 円



みほ社協だより

所在地　美浦村土屋 1983-19
電　話　029-885-6111
ＦＡＸ　029-885-6112

当社は事務用什器備品の製造販売会社です。地域の
皆様に支えられてほぼ 20 年。これからも社員一同
皆様の御役に立てるよう努力して参ります。

東京鋼器㈱東京鋼器㈱

井上造園株式会社井上造園株式会社

所在地　美浦村舟子 601
電　話　029-885-2037
ＦＡＸ　029-885-1245

建設業許可№ 010680 号
　一般電気工事
　管　　工　　事
　給水・排水工事
上記の工事を請負っておりますので、よろしくお願
い申し上げます。

株式会社ナカジマ株式会社ナカジマ

所在地　美浦村大字大須賀津 1046 番地
電　話　029-885-2050
ＦＡＸ　029-885-2378

当社はたくあん漬の専門
メーカーで、量販店・生協
を中心に流通しています。
茨城産大根を使用した安心・安全な商品をこれから
も提供していきたいと思います。

関東農産株式会社関東農産株式会社

所在地　稲敷市神宮寺 1345
電　話　029-894-4111
ＦＡＸ　029-894-4147

バスを使った社内、グループ旅行。ＫＮＴ・ＪＴＢ
など各社ツアーの個人旅行。様々な旅行にあったプ
ランを提案致します。皆様の“心に残るいい旅”の
お手伝いをさせて下さい。

日東観光株式会社日東観光株式会社

所在地　美浦村大字木原 478-1
電　話　029-885-2368
ＦＡＸ　029-885-2096

当院は、おかげさまで来年開業 30 年を迎えさせて
頂きます。今後とも、怪我や痛みで苦しむ方々の一
日も早い回復に努めて行くことで、皆様のお役に立
ちたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

美浦整骨院美浦整骨院

市川建設工業株式会社市川建設工業株式会社

所在地　美浦村受領 1000
電　話　029-885-1511 ㈹
ＦＡＸ　029-885-1264

当社は昭和 33 年に創業し、美浦村、茨城県、国交
省などの公共工事を始め、工場施設や店舗等の建設
工事を主な業務としています。
お客様のニーズに応えられますよう、社員一同励ん
でまいります。

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

所在地　美浦村受領 1430-2
電　話　029-885-5400
ＦＡＸ　029-885-4562

昭和 50 年、造園工事業㈱緑興の営業所として事業
を始め、今は独立して、庭造り、植木の手入れをし
ています。

所在地　茨城県鹿嶋市長栖1879-275
電　話　0299-84-6121 ㈹
ＦＡＸ　0299-84-6125
ホームページ　http://www.asahi-business.com/

当社は企画、デザインから版下、印刷、製本までの
一貫生産で迅速に対応しつつ、何よりもお客様との
コミュニケーションを大切に、フットワークの軽さ
を最大限に活かし素早く、正確に、効果の高い印刷
物を提供させて頂きたいと思います。

株式会社アサヒビジネス株式会社アサヒビジネス
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みほ社協だより

第30回みほ産業文化フェスティバル参加
美浦村ボランティア連絡協議会

　去る 11 月３日（祝）美浦村中央公民館において、
産業文化祭が開催されました。ボランティア連絡協
議会ではバザー出店の他、美駒ボランティアが街頭
募金活動を実施いたしました。

　電話 885-0038 または 7080（社会福祉協議会）
　12 月 14 日（金）までですので、お忘れなきようご注
文願います。

　　　　神棚用　1,500 円

　　　　玄関飾　1,500 円

　12 月 22 日（土）～ 23日（日・祝）の両日のみ
　午前９時～午後４時まで、美浦村老人福祉センターで
行います。
☆２日間のみのお引き渡しですので、必ずお受け取りく
ださい。

　この度、平成 19 年度ボランティア功労者に対する厚

生労働大臣賞を左近政子さんが受賞されました。

　ボランティア活動を通じて地域づくりに貢献された

功績が認められたものです。

　夢のお花畑が出来上がった。それも思いがけなく。　夢のお花畑が出来上がった。それも思いがけなく。
そこは国道 125 号線沿いの上舟子地区清明橋たもと。三そこは国道 125 号線沿いの上舟子地区清明橋たもと。三
角状の小さな土地をブルドーザー、パワーショベルや耕角状の小さな土地をブルドーザー、パワーショベルや耕
運機で整地し、メンバー 25 名でパンジー苗 700 株を植運機で整地し、メンバー 25 名でパンジー苗 700 株を植
え付けた。更地は見る見るうちに、パンジー一色の花畑え付けた。更地は見る見るうちに、パンジー一色の花畑
に変身した。に変身した。
　英名のパンジーはフランス語のパンセ（pensee）「考　英名のパンジーはフランス語のパンセ（pensee）「考
える」から由来する。和名のサンシキスミレ（三色菫）える」から由来する。和名のサンシキスミレ（三色菫）
は学名のビオラ・トリコロル（トリカラー）からの名では学名のビオラ・トリコロル（トリカラー）からの名で
ある。ある。
　「スミレの花の砂糖づけを食べると、私はたちまち少　「スミレの花の砂糖づけを食べると、私はたちまち少
女にもどる。だれのものでもなかったあたし」（詩集：女にもどる。だれのものでもなかったあたし」（詩集：
江国香織、新潮文庫）江国香織、新潮文庫）
花びらの模様が創造力を掻き立て、子供心を蘇えらせて花びらの模様が創造力を掻き立て、子供心を蘇えらせて
くれるに違いない。花言葉は物思い。パンジーはまた、くれるに違いない。花言葉は物思い。パンジーはまた、
胡蝶菫、遊蝶花というすてきな別名もある。胡蝶菫、遊蝶花というすてきな別名もある。
　「パンジーの畑蝶を呼び人を呼ぶ」（たかし）　「パンジーの畑蝶を呼び人を呼ぶ」（たかし）
長く花を咲かせ続けるためには多くの愛情を注がなけれ長く花を咲かせ続けるためには多くの愛情を注がなけれ
ばならない。ばならない。
　「咲き続く 菫の花に 街和む」（上舟子 岡野洋子）　「咲き続く 菫の花に 街和む」（上舟子 岡野洋子）
花畑に蝶が舞い、人が集まれば、いろんな夢がふくらみ、花畑に蝶が舞い、人が集まれば、いろんな夢がふくらみ、
皆の絆が深まるかも知れない。初夏まで続く花見が楽し皆の絆が深まるかも知れない。初夏まで続く花見が楽し
みである。（植付け日：2007.10.15）みである。（植付け日：2007.10.15）

厚生労働大臣賞受厚生労働大臣賞受賞賞

お正月のしめ飾りを販売いたしますお正月のしめ飾りを販売いたします

「パンジーのお花畑ができた！」「パンジーのお花畑ができた！」
上舟子老人クラブ会長　斎　敏行上舟子老人クラブ会長　斎　敏行

　今年度金婚をお迎えになるご夫妻に、美浦村社会福祉

協議会より褒状と記念品をお贈りしました。

　これからもお二人そろってお元気にお過ごしください。

塚本徹・千枝ご夫妻

金婚を迎えられるご夫妻
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注文受付中

お引き渡し

金婚おめでとうございます

林　　克己・ひで子 さん（登宿）
塩入　俊夫・芳　江 さん（下舟子）
坪井　　猛・洋　子 さん（浜）
塚本　　悟・静　枝 さん（大須賀津）
塚本　　徹・千　枝 さん（大須賀津）
篠田　一郎・邦　子 さん（大須賀津）
塚本　　榮・君　子 さん（大須賀津）
鎌形　敏治・知　子 さん（花見塚）
本橋　貞一・まさ子 さん（本橋）
大久保忠治・里　子 さん（見晴）
中澤　孝雄・たつ子 さん（馬掛）
飯田　要一・い　へ さん（大山）
飯田　唯彦・す　み さん（大山東部）
坂本　英夫・冨　子 さん（興津）
長屋　　清・絹　枝 さん（興津）
渡邊　勝夫・玉　江 さん（土屋）
伴　　昭利・美津子 さん（布佐南部）
市川　謙一・久　美 さん（天神台）
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相談日：１２月１９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　１２月５日（水）より

弁護士による
　　 法律相談日

無料

要予約

相談日：毎週月曜日相談日：毎週月曜日（祝祭日除く）（祝祭日除く）

時　間：午後１時～３時時　間：午後１時～３時

場　所：老人福祉センター場　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/

心配ごと相談心配ごと相談所所

無料

みほ社協だより

　この事業は、美浦村民の皆様からの歳末たすけあい募金運動でご協力いただいた募金より助けを必要
とする世帯に対して支援する事業です。今年度より自己申請による支援を行うこととなりました。対象
となる方は、下記により申請してください。申請のない場合は支援されませんのでご注意ください。

《支援対象となる世帯》
・支援対象者は、在宅であって次のすべてを満たしていることが必要です。
ただし、生活保護法によって保護を受けている世帯及び施設入所あるいは長期入院 ( ６ヶ月以上 )
などの理由で在宅でない場合は対象外となります。
（1）10 月１日現在で美浦村に１年以上居住し、世帯全員が村民税非課税で、かつ、その収入の合計
が別表１の該当する収入基準額以下であること。

（2）次にあげる世帯条件のいずれかに該当する世帯。
　（２つ以上の該当がある場合でもいずれか１つとなります。）
　　ア．障がいをお持ちの方がいる世帯（提出書類①②③⑤）
　　　　身体障がい者手帳１級（視覚障がい者は２級）、療育手帳①、精神保健福祉手帳１級
　　イ．要介護４以上の認定を受けている方がいる世帯（提出書類①②③④）
　　ウ．満 70 歳以上のひとりぐらし高齢者（提出書類①②③）

別表１　収入月額基準表（７名以上の場合は１人増えるごとに、60,000 円を加算する）

《申請に必要な書類》
　対象によって必要書類が異なります。
① 歳末たすけあい事業配分受給申請書
② 非課税証明書（18 歳以上の世帯員全員のものを添付、ただし学生については学生証の写しでも可）
③ 住民票（世帯全員記載のもの）
④ 介護保険被保険者証の写し
⑤ 障がい者手帳の写し

《申込受付期間》
・申請期間は、平成 19 年 12 月３日（月）～ 12 月 28 日（金）までです。（期間厳守）
・受付時間は、平日の午前９時から午後５時までです。

《支援内容》
　内容によって異なりますが、一世帯あたり 5,000 円～ 10,000 円（商品券）の支援となります。

《提出先及び問い合わせ先》
　美浦村社会福祉協議会　美浦村木原 150-2　電話：885-0038
　申請書は社会福祉協議会窓口にございます。
　申請書類は社会福祉協議会窓口へ直接ご持参ください。
　※ご本人が直接申請できない場合はご相談ください。

Ａ

世帯人員 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

基準額 70,000 円 105,000 円 145,000 円 198,000 円 240,000 円 258,000 円


