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1  地域福祉像 「思いやりと支えあいのあるまち　かまがや」
2  基本理念	 ・一人ひとりがきらりと輝きましょう
	 ・ともに知恵と力を出し合いましょう
	 ・いつまでも安心して暮らしていきましょう
3  社協の取り組み

地区社協事業へご参加ください！�〈上記、活動計画の多くの取り組みが、地区社協活動にもりこまれています。〉

「鎌ケ谷市地域福祉活動計画（第4次）」策定しました!

南部地区社協（☎442-5143）

西部地区社協（☎047-389-6061）

北部地区社協（☎442-5142）

中央東地区社協（☎442-5144）

東部地区社協（☎442-5141）

中央地区社協（☎442-5145） 地区社協活動の予定
（7月～ 11月）

日時・内容等を一部、変
更する場合があります。
事前に各地区社協にお
問い合わせください。

7月 4日（火）	 ふれあいサロン
7月 6日（木）	 駅前つくも会交流会
7月22日（土）	 中央地区ふれあいのつどい
7月25日（火）	 茶話会
8月 1日（火）	 ふれあいサロン
9月 5日（火）	 ふれあいサロン
9月26日（火）	 茶話会「バス旅」
9月30日（土）	 	鎌中JRC委員会と地域の方との交流会
10月 3日（火）	 ふれあいサロン
10月19日（木）	 ウォーキング
11月 7日（火）	 ふれあいサロン
11月28日（火）	 茶話会

7月 1日（土）	 地区ふれあい員研修会
7月21日（金）	 ふれあいサロン「すみれ」
7月25日（火）	 ミニリハ　レクリエーション
8月18日（金）	 ふれあいサロン「すみれ」
8月26日（土）	 手作りおもちゃで遊ぼう
8月29日（火）	 ミニリハ　昼食会
9月15日（金）	 ふれあいサロン「すみれ」
9月26日（火）	 ミニリハ　ゲーム大会
10月20日（金）	 ふれあいサロン「すみれ」
10月24日（火）	 ミニリハ　作品づくり
11月12日（日）	 東部ふれあい福祉まつり
11月16日（木）	 移動児童館
11月17日（金）	 ふれあいサロン「すみれ」
11月28日（火）	 ミニリハ　レクリエーション

7月19日（水）	 サロン（翔友会）
7月25日（火）	 ミニリハビリ教室
7月26日（水）	 ボランティア支援活動「シーツ交換」
8月 3日（木）	 青少年福祉活動②　手すきはがき作り
8月16日（水）	 サロン（翔友会）
9月 5日（火）	 ミニリハビリ教室
9月20日（水）	 サロン（翔友会）
9月27日（水）	 ボランティア支援活動「シーツ交換」
10月18日（水）	 サロン（翔友会）
10月24日（火）	 ミニリハビリ教室
10月25日（水）	 ボランティア支援活動「シーツ交換」
11月15日（水）	 サロン（翔友会）
11月22日（水）	 ボランティア支援活動「シーツ交換」
11月28日（火）	 ミニリハビリ教室

9月、10月、11月	 南部いきいきサロン（毎月1回）
7月20日（木）	 地区リハビリ教室さくら会
8月24日（木）	 地区リハビリ教室さくら会
9月 2日（土）	 南部ふれあいの集い（内容検討中）
9月 7日（木）	 地区リハビリ教室さくら会
10月25日（水）	 秋のお楽しみ会　
	 	南部地区談話室、道野辺保育園、

地区リハビリ教室との交流事業
11月	 元気に楽しくウォーキング
11月 3日（金）	 グラウンドゴルフ大会　
	 第四中学校グラウンドにて開催
11月16日（木）	 地区リハビリ教室さくら会
11月30日（木）	 子育て支援事業「親子セミナー」3回目	人形劇

7月 6日（木）	 在宅介護者のつどい
7月20日（木）	 健康づくりの会
8月 3日（木）	 オレンジ交友会（認知症予防の会）
9月 7日（木）	 高齢者支援教室
9月21日（木）	 オレンジ交友会（認知症予防の会）
10月 5日（木）	 健康づくりの会
10月19日（木）	 オレンジ交友会（認知症予防の会）
11月 2日（木）	 高齢者支援教室
11月22日（水）	 ウォーキング
11月	 西部地区ふれあいまつり

7月22日（土）	 健康体操（2回目）
8月26日（土）	 健康体操（3回目）
9月30日（土）	 健康体操（4回目）
10月17日（火）	 介護予防教室　3
10月28日（土）	 健康体操（5回目）
11月 5日（日）	 北部ふれあいまつり
11月	 地域交流会
11月24日（金）	 ふれあいバスハイク
11月25日（土）	 おせんべい焼き
11月25日（土）	 健康体操（6回目）

基本目標1 　地域で支えあう取り組みを推進します
　　施策1　地域でのふれあい、支えあいをすすめます
　　　基本目標　地域で声を掛けあうなど、支えあい活動の強化
　　施策2　地域での支えあい拠点を増やします
　　　基本目標　地区社協活動などにおけるサロン事業の促進
　　施策3　ボランティアなどの多様な担い手を増やします
　　　基本目標　	ボランティアセンター機能の強化と社協事業などへの参加をとおして

地域活動への協力者を養成

基本目標2 　必要な相談・情報・支援が得られるしくみを推進します
　　施策4　身近な相談支援体制を充実します
　　　基本目標　福祉に関する相談及び情報提供が得られる体制の強化
　　施策5　生活困窮者の自立支援をすすめます
　　　基本目標　困窮世帯などへの支援に対し行政窓口や関係機関との連携を深める
　　施策6　地域福祉に関する広範な情報提供をすすめます
　　　基本目標　広報紙やホームページなどを活用し、福祉情報の発信を強化

基本目標3 　安全で安心して暮らせるしくみを推進します
　　施策7　避難行動要支援者への支援をすすめます
　　　基本目標　災害時に備えた、地域の見守り活動を促進
　　施策8　安全なまちづくり・防災防犯活動をすすめます
　　　基本目標　福祉に関する情報と共に、減災・防犯意識の周知
　　施策9　	孤立化・虐待防止と権利擁護をすすめます
　　　基本目標　	地域のネットワーク化による孤立者防止及び権利擁護などに係る事業の

促進

基本目標4 　�地域福祉を支えるネッ
トワークを推進します

　　施策10　	地域包括ケアシステ
ムを推進します

　　　基本目標　	介護を予防する事
業促進と在宅生活
を支える支援者の
育成



◇この広報紙は一部共同募金の配分金によって発行されています◇

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に、苦情申出はありませんでした。
（社会福祉法人鎌ケ谷市社会福祉協議会　苦情解決規程第14条に基づく報告）

本会が実施する福祉サービスに関する運営状況の公表

● 平成28年度決算・29年度総合資金収支予算書 ●
	 （単位：円）　　　　　（単位：千円）

事業区分、拠点区分及びサービス区分 28年度収入額 28年度支出額 差　異 29年度予算額
法人全体 215,266,445	 152,000,579	 63,265,866	 173,454	
ア　社会福祉事業区分 213,951,534	 151,309,086	 62,642,448	 172,019	
①地域福祉センター拠点区分 126,429,355	 112,091,632	 14,337,723	 125,330	
① -1	 法人運営事業サービス区分 89,795,358	 84,402,155	 5,393,203	 90,902
① -2-1	 共同募金配分金事業サービス区分（一般配分） 4,922,000	 4,922,000	 0	 5,915	
① -2-2	 共同募金配分金事業サービス区分（歳末配分） 3,638,000	 3,638,000	 0	 3,800	
① -3-1	 資金貸付事業サービス区分（福祉資金） 1,006,818	 249,580	 757,238	 686	
① -3-2	 資金貸付事業サービス区分（生活福祉及び老障） 3,686,500	 3,686,500	 0	 3,716	
① -4	 相談事業サービス区分 851,103	 459,758	 391,345	 724	
① -5	 ボランティア活動推進事業サービス区分 4,428,344	 4,071,375	 356,969	 4,774	
① -6	 地区社協事業サービス区分 13,569,024	 13,569,024	 0	 13,632	
① -7-1	 在宅福祉サービス事業サービス区分（ふれあいサービス） 1,468,672	 1,399,677	 68,995	 2,424	
① -7-2	 在宅福祉サービス事業サービス区分（介護者のつどい） 459,712	 229,863	 229,849	 350	
① -8	 善意銀行事業サービス区分 17,654,203	 10,767,525	 6,886,678	 3,056	
① -9	 日常生活自立支援事業サービス区分 664,852	 411,406	 253,446	 1,151	

②友和園拠点区分 87,522,179	 39,217,454	 48,304,725	 69,689	
② -1	 障害福祉サービス事業サービス区分（就労継続支援B型） 43,219,300	 18,343,107	 24,876,193	 36,724	
② -2	 障害福祉サービス事業サービス区分（生活介護） 44,302,879	 20,874,347	 23,428,532	 32,965	

イ	公益事業区分 1,314,911	 691,493	 623,418	 1,435	
③地域福祉センター拠点区分 1,314,911	 691,493	 623,418	 1,435	
③ -1	 地域福祉センター事業サービス区分 1,314,911	 691,493	 623,418	 1,435	

※新会計基準に基づき内部の繰入・繰出を行った金額は差し引いています。

平成28年度事業報告
1 法人運営事業
①会務運営：理事会6回、評議員会3回実施
②	啓発事業：広報紙年3回発行、ホームページによる福祉情報の
提供等、「社会福祉大会」、「成年後見講演会」、「すまいる祭り」
及び「福祉健康フェア」の実施
③	福祉関係団体等への育成支援等（福祉関係団体、福祉NPO法人、
福祉施設等への支援）
④	要援助者への支援：日常生活自立支援事業への対応〈相談件数
24件〉、災害見舞金〈4件〉及び法外援護費等の交付
⑤	福祉教育支援：市内小中学校〈14校〉への助成及び福祉講座へ
の講師派遣等
⑥	共同募金運動：赤い羽根募金、歳末たすけあい募金及び災害義
援金等の推進

2 地域福祉事業（地区社会福祉協議会事業）
①	広報事業：福祉サービスの案内、地区社協広報紙の発行、地域
の公共施設行事で活動報告等
②	交流事業：高齢者、障がい者、こども等を対象としたサロン事業、
ふれあい祭り、お楽しみ会・子育て支援交流会等
③	在宅福祉事業：介護者のつどい、ミニリハビリ教室、介護予防
教室等
④	ボランティア育成事業：地域でのボランティア活動、人材の育
成研修等
⑤	その他：見守りパトロール、健康増進を図るウォーキング、福
祉関連勉強会・防災への備え等

3 ボランティアセンター事業
①相談3,578件　斡旋643件　
②ボランティア養成事業　延べ149名参加

③ボランティア団体支援
④講師派遣9件
⑤災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施

4 在宅福祉事業
①ふれあいサービス
　	延べ活動利用回数929回　延べ活動利用時間数1,354時間
②在宅介護者のつどい　
　	毎月1回延べ139名参加（レクリエーション、調理実習、介護
体験意見交換会等）、地区別介護者の集い（介護の悩み交換会等
実施：延べ57名参加）

5 資金貸付事業
①総貸付相談件数154件
　・福祉資金貸付3件
　・	生活福祉資金（総合支援、緊急小口、教育支援等）貸付申請受
理等16件

6 相談事業
①心配ごと相談　開催日数48日60件
②心の相談　開催日数82日117件
③成年後見制度相談会2回4件

7 受託事業　
①	指定管理者事業
　・	福祉作業所友和園（就労支援B型16名在籍：生活介護12名
在籍）

　　	作業内容（アルミ缶回収、ラベル貼り、地域新聞の配達、清掃等）
　・	地域福祉センター　年間利用回数（大会議室289回、団体活
動室313回等）



◇問い合わせ・ご相談は（047）444-2231　鎌ケ谷市社会福祉協議会まで◇

シリーズ

10 「心配ごと相談所ってなあに？」
� ～ひとりで、悩まないで…～

　どこへ相談してよいかわからない、また誰にも相談できな
いでいるなど、あなたの悩みごとや心配ごとについて、心配
ごと相談所の相談員がご相談に対応しています。（秘密厳守・
相談無料）
　心配ごと相談所では、どなたでも、お気軽にご利用できま
すので、ひとりで悩まないで、ご相談ください。あなたの悩
みについて、解決の糸口がみつかるかもしれません。
　また、ご相談内容によっては、関係機関等へご相談するよ
うご助言させて頂く場合があります。

【心配ごと相談】生活全般の悩みごと（予約不要）
　◦	家族・夫婦・子育て・介護・老後など
　◎毎週水曜日：10時～ 14時

【心の相談】心の悩み（要予約）
　◦	友達と仲良くつきあいたい・心のふれあえる親
子関係でいたい・ストレスを抱え、人間関係の
改善に悩んでいるなど

　◎毎週月曜日と金曜日：10時～ 15時

ご相談は電話または来所で…
○相談場所：総合福祉保健センター5階	相談室
○相談室専用電話：☎047-444-6921
○予約などのお問い合わせ先：☎047-444-2231

平成29年2月27日～平成29年4月28日
（敬称略・順不同）

ありがとうございました

寄　付　者 使　　途 金額・品名
鎌ケ谷飛翔ライオンズクラブ 福祉のために 車椅子 2台
鎌ケ谷ダンススポーツ協会 福祉のために 26,423 円
元鎌ケ谷市丸山第二排水組合 福祉のために 44,550 円
垂水　貞幸 福祉のために 12,000 円
匿名 音声訳の活動のために 22,912 円
昭和セレモニーKioro 鎌ケ谷 福祉のために 157,371 円
花まつりをもっと身近にキャンペーン 福祉のために 21,685 円

【お詫び】鎌ケ谷社協だより第100号に掲載しました、寄付者のお名前に誤りがありま
した。「大和田第一自治会」を「鎌ケ谷大新田第一自治会」へ訂正させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしました。

　社会福祉協議会では、昨年11月末より思い出のたくさんつ
まった制服を必要な後輩たちへお譲りする事業に取り組んでき
ました。これまでに多くの市民の皆様のあたたかいご理解とご
協力により、社協流「制服リユース」の活用が市内全域に広ま
りつつあります。今後も「もったいない気持ち」、「物を大切に
する気持ち」、「ありがとうの気持」を育んでいきたいと思いま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。（＊平成29年5
月25日現在：提供者60人250点、利用者44世帯74点）

提供者 ◦�市内中学校制服のみ（クリーニングや洗濯済みのもの）

利用者 ◦�希望の制服をお問い合わせ下さい。（社協HPでも確認可能です）

◆問い合わせ先：社会福祉協議会☎047-444-2231

制服で伝えるやさしい気持ち（制服リユース）
必要としている方に届いています

在宅福祉サービス事業「ふれあいサービス」協力会員募集と研修会
～たすけあいの気持ちを大切に、自分のできることを誰かのために役立てませんか？～

　ふれあいサービスは、市民の皆様のご協力を得て、高齢者や
障がいのある方、出産前後でお困りの子育て中の方などへ家事
援助や簡単な介助サービスを有料で行う、住民参加型会員制の
在宅福祉サービスです。（介護保険サービス対象外）
　日常生活でお困りの方が「利用会員」となり、地域から参加
した「協力会員」が家事援助等のサービスを行います。
◎�主な活動：	買物・掃除・洗濯・食事づくり・介助の手伝いな

ど（1回1～ 2時間程度）
◎�会員登録：	協力会員は、特別な資格がなくても、心身が健康

で本事業を理解し、サービス提供の出来る方が登
録いただけます。会費1,000円（年額）

　　　　　　＊活動に役立つ研修会へ参加していただきます。
◎�配分金：	活動した協力会員へ活動の配分金をお支払いします。

1時間700円（基本）

【これからの研修会日程】
＊年間を通じて、各種研修会を予定しています。

日時・場所 内容

7 月 7日（金）
10時～ 14時
総合福祉保健センター
3階

テーマ「夏の時期に役立つ高
齢者の栄養について」
調理実習「夏場の食事づくり」
講義「食中毒予防」

8月 30日（水）
10時～ 12時
総合福祉保健センター
6階

テーマ「アロマを使ったリラ
クゼーションを学ぶ」
講義「癒しのエッセンス」
実習「アロマクリームづくり
とハンドマッサージ」

◆申込み・問い合わせ先
　社会福祉協議会☎047-444-2231



通信
総合福祉保健センター5F
問い合わせ TEL（442）2940

FAX（446）4545
開所時間

月～金曜日：午前9時～午後4時

ボランティアセンター登録状況
（平成29年５月現在）

・団体（40団体） …………… 870人
・個人ボランティア……… 　145人
・登録人数合計…………… 1,015人

ボランティアまめ知識

平成28年度 ボランティア活動スキルアップ講座　報告
　福祉や防災などの基盤として、住民同士のつながりや協力など“地域コミュニティ”への期待は高まる中、企業では社会貢献活
動の一環として「社員のホランティア活動支援」に取り組む企業が増えてきました。3月のスキルアップ講座では、市内企業の担
当者と活動中のボランティアとの情報交換を通し、交流を深めました。

イオンリテール株式会社新鎌ケ谷店
買い物を通じて地域のボランティア団体を
応援する“幸せの黄色いレシートキャン
ペーン”、環境学習や体験を通じ、小中学
生の子どもたちの健全な育成を目指す“イ
オンチアーズクラブ”などの活動を紹介し
ていただきました。

グループワークの様子
比較的、時間を自由に調整できるボラン
ティアとは違い、限られた時間での社会貢
献活動を行っている社員の方と何かコラ
ボできることがないか意見を出し合いまし
た。

ヤマシナ商事株式会社
社内に“ボランティア活動”委員会ができ
た経緯と、会社周辺の清掃活動・特養老人
ホームへの訪問・東日本大震災後の復興作
業ボランティアなど多くの活動報告を聞か
せてもらいました。

集めています
ボランティアグループや施設で使用します。ご協力をお願いいたします。
◦ウエス用布（Tシャツやゆかた、シーツなど木綿の布）　◦アクリル毛糸（何色でも）　◦使用済み、または未使用の切手　◦花の苗や種
※磁気カードの回収は終了しました。ご協力ありがとうございました。

報　　告
ボランティア入門講座

6月26日（月）総合福祉保健セン
ター 6階にて、「人生を楽しく生
きる秘訣」と題し、東大病院に
こにこボランティア代表世話人・
社会人落語家	三遊亭大王など数多く
活動中の渡邊一雄様を講師に、講義・
落語を通し、ボランティア活動の魅
力を熱く伝えていただきました。
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保育ボランティアさん募集
あなたの“キャリア”で活動できます
　未就学児の保育ボランティアを募集しています。
活動場所：	こども発達センターなどの市内福祉施設。
活動時間：	2 ～ 3時間程度
資格は特に必要ありません。子育ての経験を活かして活動できます。

夏休み福祉体験
7月下旬～ 8月上旬予定。

鎌ケ谷市社会福祉協議会
HP、市の広報で案内予
定です。

予　　告

ボランティアセンターでは、福祉に関わるボランティア活動を推進しています。今年度
もボランティア活動のきっかけづくりの場としてボランティア活動体験を企画しました。

市民ボランティア体験学習（前期）
～気軽に始められる活動や自分に合った活動をさがしてみませんか? ～

対　　　象：一般市民（高校生以上）
申 込 み 先：ボランティアセンター
　　　　　　平日9：00～ 16：00　℡	047-442-2940　または　FAX	047-446-4545
　　　　　　※	FAXでお申込み方は、名前・連絡先（電話番号）・希望の団体名（手話

については昼または夜の部）を記入してください。
申込み〆切：各体験日の2日前まで

団体・施設名 内容 日時 場所

きんぎょ草の会
花束を作ります 7/5（水）

9：00～12：00
南部公民館
（雨天時は室内で活動）

花壇の手入れをします 7/19（水）
9：00～12：00

南部公民館
（雨天時は中止）

初富の里 施設利用者の絵手紙作成のお手伝いをします 7/6（木）	
13：30～15：30 特別養護老人ホーム初富の里

（鎌ケ谷市東初富 1-4-3）
ゆうゆう四季の会 高齢者施設の草刈りをします 7/8（土）

9：30～11：30
おもちゃの図書館
「あ ･そ ･ぼ」

おもちゃの搬入・搬出と子ども達とおもちゃ
を通して遊びます

7/8（土）、7/22（土）
12：30～16：00

総合福祉保健センター
4階遊戯室

手話サークル
「みどりの会」 聴覚障がい者との交流と手話を体験します

夜：7/19（水）
19：00～21：00 総合福祉保健センター

5階団体活動室昼：7/20（木）
10：00～12：00

鎌ケ谷点訳友の会 点字の読み書きと点字器で点字を書きます 7/21（金）
10：00～12：00

総合福祉保健センター
5階作業訓練室

ひまわりの会 高齢者施設でウエスをカットします

7/21（金）
13：30～15：00

特別養護老人ホーム幸豊苑
（粟野 225-1）

7/26（水）
13：30～15：00

特別養護老人ホーム慈祐苑
（道野辺 216-5）

鎌ケ谷市要約筆記
サークル「あいあい」

聴覚障害について学び、要約筆記を体験しま
す

7/27（木）
13：30～15：30

総合福祉保健センター
4階研修室


