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鎌ケ谷

◇鎌ケ谷社協だよりは、自治会のご協力で配布しています◇

皆様のご支援に支えられて、共同募金運動は70年を迎えました
～共同募金（歳末たすけあい募金）にご協力お願いいたします～
12月1日から12月31日まで歳末たすけあい募金運動が始まります。
皆様からご協力いただいた募金は、地域で支援を必要とする人のために配分されています。
昨年度は、皆様のあたたかい思いやりの気持から3,861,0233円の募金が集まりました。

来て、見て、体験 すまいる祭り
　障害者週間（12月3日から9日）に、障がい者福祉について地域の方々に
理解をしていただくため、障害がある人もない人も一緒に楽しめるイベント
を開催します。
　今年は東京2020オリンピック・パラリンピックの競技紹介パネルを展示
します。また、アトラクションでは、パラリンピック正式種目である、ブラ
インドサッカーの体験ができます。
　その他にも大人気のビンゴ大会では、景品として夢の国のチケットなどを
用意しています。もちろん、かまたん、チーバくん、であふも遊びに来ます。
是非遊びに来て下さい。
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ブラインドサッカーとは、視覚を閉じた状態で行うサッカーです。フットサ
ル（5人制サッカー）を基にルールが考案されています。想像してみてくだ
さい。アイマスクを着けて「シャカシャカ」と鳴るボールを追いかけて、ど
れほどの速さで走ることができるでしょうか？ボールを足から離すことなく
ドリブルができるでしょうか？体験してみよう！

内容 12時00分～	 手作り品・食品などの販売
12時30分～	 オープニング・団体活動発表
14時00分～	 	●ブラインドサッカー体験　●ビンゴ大会

日時 平成29年12月2日（土）12時～ 15時40分
会場 総合福祉保健センター6階

　社会福祉協議会では、市内の中学校の制服リユース（再利用）をしています。
☆制服が必要な方は社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
☆ご家庭に思い出のたくさんつまった制服、眠っていませんか？必要な誰かのために、ぜひお譲り下さい。
　鎌ケ谷市社会福祉協議会では、「もったいない気持ち」、「物を大切にする気持ち」、「ありがとうの気持ち」を
育むため、制服のリユース（再利用）に取り組んでいます。
　平成28年11月より開始し、現在までに75名の方から307点の寄附があり、50名の方に84点お渡ししました。

　譲りたい人　
1	 鎌ケ谷市内の中学校の制服に限ります。
2	 	クリーニング又は洗濯済みのもの。（痛み
がひどい物はお預かり出来ません）

3	 鎌ケ谷市社会福祉協議会にお持ち下さい。

　欲しい人　
1	 	鎌ケ谷市社会福祉協議会へ欲しい物があるかどうか電話でお問い合わせ
下さい。社会福祉協議のホームページでも保管リストを確認できます。

	 ※	その時の在庫での対応となり、予約はできませんのでご了承下さい。
2	 鎌ケ谷市社会福祉協議会にお越し下さい。

市内中学校の制服（中古）あります

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練のお知らせ
　2月3日（土）総合福祉保健センターで、災害ボ
ランティアセンター立ち上げ訓練を実施します。当
日は本会役職員や地区社会協議会関係者、ボラン
ティア団体等の方々が参加します。当日は一般の方
も参加できますので、ご参加お待ちしております。

災害ボランティアセンターとは
災害時は復興に向けて大きな支援が必要となり、被災地内外から
のボランティアによる支援が災害復興の大きな力になります。災
害ボランティアセンターは、このボランティアによる支援活動を
効果的かつ効率的に展開するための拠点となります。



◇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◇

● これからの地区社協の事業等予定（12～ 3月） ●

南部地区社協（☎442-5143）
12月12日（火）さわやかライフ倶楽部　体操教室①

13日（水）南部いきいきサロン④
21日（木）地区リハビリ教室　さくら会

1月17日（水）南部いきいきサロン⑤
〃 さわやかライフ倶楽部　体操教室②

1月18日（木）地区リハビリ教室　さくら会
2月 5日（月）芸能交流大会
14日（水）南部いきいきサロン⑥
〃 さわやかライフ倶楽部　体操教室③
2月中 孫の手研修会

2月22日（木）地区リハビリ教室　さくら会
3月 4日（日）南部公民館まつり
14日（水）南部いきいきサロン⑦
〃 さわやかライフ倶楽部　体操教室④

3月15日（木）地区リハビリ教室　さくら会

中央地区社協（☎442-5145）
12月 5日（火）ふれあいサロン
12月14日（木）3B体操教室
12月14日（木）駅前つくも会交流会
12月21日（木）南初富あゆみ会交流会
1月 9日（火）ふれあいサロン
1月23日（火）茶話会「新年会」
2月 6日（火）ふれあいサロン
2月21日（水）富岡むらさき会交流会
3月 6日（火）ふれあいサロン
3月15日（木）ウォーキング
3月20日（火）町組アシスタンスグループ交流会
3月27日（火）茶話会

中央東地区社協（☎442-5144）
12月 3日（日）クリスマス会
12月12日（火）ミニリハビリ教室
12月16日（土）青少年福祉活動④年賀状作り
12月20日（水）サロン（翔友会）
1月16日（火）軽体操①
1月17日（水）サロン（翔友会）
1月23日（火）ミニリハビリ教室
1月24日（水）ボランティア支援活動「シーツ交換」
2月20日（火）軽体操②
2月21日（水）サロン（翔友会）
2月27日（火）ミニリハビリ教室
2月28日（水）ボランティア支援活動「シーツ交換」
3月20日（火）軽体操③
3月14日（水）サロン（翔友会）
3月27日（火）ミニリハビリ教室
3月28日（水）ボランティア支援活動「シーツ交換」

東部地区社協（☎442-5141）
12月 9日（土）救命講習AED
12月15日（金）ふれあいサロン「すみれ」
12月19日（火）ミニリハビリ　クリスマス会
12月22日（金）特別移動児童館
1月19日（金）ふれあいサロン「すみれ」
1月23日（火）ミニリハビリ　お楽しみ会
2月16日（金）ふれあいサロン「すみれ」
2月22日（木）移動児童館
2月27日（火）ミニリハビリ　レクリエーション
3月16日（金）ふれあいサロン「すみれ」
3月20日（火）ミニリハビリ　茶話会

西部地区社協（☎047-389-6061）
12月 7日（木）健康づくりの会「わかば」（体操）
1月13日（土）昔あそびの会
1月18日（木）オレンジ交友会（認知症予防の会）
2月 3日（土）中島一郎先生体操講習会
2月15日（木）在宅介護者のつどい

3月 1日（木）オレンジ交友会（認知症予防の会）ラフターヨガ

北部地区社協（☎442-5142）
1月27日（土）健康体操（7回目）
2月 9日（金）友愛訪問
2月10日（土）健康体操（8回目）
2月24日（土）健康体操（9回目）
3月24日（土）健康体操（10回目）

福祉
サービス
案内

　「必要な相談・情報・支援が得られるしくみ」を促進
するために、地区社会福祉協議会では「福祉サービス案
内」を行っています。福祉にかかわる情報を知りたい時
や行政等の相談窓口がわからない時には、ご相談くださ
い。専門機関、窓口などをご案内いたします。

中 央 地 区 TEL	442-5145
中央東地区 TEL	442-5144
東 部 地 区 TEL	442-5141
西 部 地 区 TEL	389-6061
南 部 地 区 TEL	442-5143
北 部 地 区 TEL	442-5142

時間はいずれも
火～土曜日
9時～ 16時

▲メモ帳

▲祝儀袋など

　利用者みんなで手づくりした製品の販売を行なっています。注文販売やイベント
への参加販売することで、たくさんの市民とふれあうことができ、利用者の励みに
つながっています。これから販売の機会も増やしたいため、是非、お声かけをお待
ちしています。また、リサイクル事業の一環としてアルミ缶を集めています。量に
よっては、こちらから回収に伺うことも可能です。ご協力をよろしくお願いいたし
ます。※	製品は、鎌ケ谷ブランド館（イオン鎌ケ谷1階）でも販売しています。
◆出張販売予定
　・12月2日（土）すまいる祭（総合福祉保健センター）
　・2月24日（土）中央公民館ふれあいまつり
●製品等の問い合わせ先
　鎌ケ谷市福祉作業所	友和園　鎌ケ谷市中央2-21-30　電話	445-7777

鎌ケ谷市福祉作業所友和園
～心を込めた手作り品　出張販売もしています～



◇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◇

ありがとうございました
平成29年5月11日～平成29年11月1日� （敬称略・順不同）

寄　付　者 使　途 金　額
鎌ケ谷ニューボーイズ
うたごえ喫茶 福祉のために 50,000円

鎌ケ谷ダンススポーツ協会 福祉のために 70,285円
中里梨園 福祉のために 15,000円
鎌ケ谷市梨業組合 福祉のために 5,000円
山葵の会 福祉のために 12,273円
鎌ヶ谷モラロジー事務所 福祉のために 5,000円 お問い合わせはお気軽に ☎047-446-7337

国土交通省認定
女性ドライバー

応援企業
千葉県認定

“社員いきいき！
元気な会社”宣言企業＊女性ドライバー募集中

鎌ケ谷で働いて、地域の皆様のお役に立ちませんか？
＊就業時間は、ライフスタイルに合わせて選べます。
通院・通所・お買物・行楽の際にご利用いただいております。

～地域貢献活動しています～

協進交通有限会社
〒273-0122　鎌ケ谷市東初富 1-11-8

会費へのご協力、ありがとうございます
～地域福祉活動は多くの皆様に支えられています～

生活福祉資金貸付＜教育支援資金＞
◦�利用できる方　対象となる学校に在学中または入
学予定の就学者がいる世帯で、収入がおおむね市
町村民税非課税程度の所得の少ない世帯。
　	（※日本学生支援機構や日本政策金融公庫などの
多制度が優先されます。）
◦�対象となる学校　学校教育法に規定されている高
等学校、短期大学、大学、専修学校（高等課程、
専門課程）高等専門学校
　１　	教育支援費（授業料、施設整備費、教科書購入費等）
　　・貸付上限目安額
	 高校等	 月額35,000円以内
	 短大・専修・高専	 月額60,000円以内
	 大学	 月額65,000円以内
　２　修学支度費（入学金、制服代等）
　　・貸付上限額500,000円以内
○実施主体　社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
○相談窓口　社会福祉法人鎌ケ谷市社会福祉協議会

　7月1日より自治会を通じて、住
民の皆様をはじめ、企業や商店様、
また福祉施設や福祉団体様のご理
解とご協力により、社会福祉協議
会の会費が寄せられています。こ
れからでもご賛同いただけます方
は、事務局までご連絡ください。

●納入状況� （H29.11.1現在）

種　類 一般会費 法人会費 施設・団体会費

対　象 戸別世帯
（1世帯500円）

企業・商店等
（1口2,000円）

福祉施設・
福祉団体等

（1口2,000円）
金　額 9,424,185円 464,000円 289,500円
総合計 10,177,685円

シリーズ

8 「ふれあいサービス」ご存知ですか？
～困った時の家事援助、子育て世帯も応援しています～

　ふれあいサービスは、市民の協力を得ながら“たすけあい活動”による会員制の有料福祉サービスです。
日常生活でお困りの方が、住み慣れた地域で、自立した生活がおくれるために、様々な福祉サービスと併用
しながら利用されています。週に1回1時間程度利用したい、など利用の頻度は人それぞれです。お気軽に
ご相談下さい。問い合わせ先：鎌ケ谷市社会福祉協議会　☎047-444-2231

●利用会員
　◦	日常生活でお困りの高齢者、障がいのある方、産前産後の子育て世帯など
●協力会員
　◦	健康で活動に関心のある市民の方（資格不要です）
　◦	活動ごとに配分金が支給されます。
●サービス内容
　①	家事援助：掃除・洗濯・簡単な繕い物・布団干し・調理・買物など
　②	介助：食事・排泄・着替え等の介助、通院（市内）、見守り・話し相手など

年会費 1,000円（登録時） 基本料金 700円（1時間）
利用日時 月～土曜日	9時～17時 利用時間 1回最大3時間まで

協力会員募集中　～協力会員研修会後期日程～　※詳細は事務局へ
日　　時 内　　容

1 1月12日（金）10時～14時 調理実習・講義「子どもが喜ぶ食事づくり」講師：栄養士

2 2月26日（月）13時半～15時半 講義「産後うつなどへの理解と心構え」講師：精神科医師
実習「折紙あそび」講師：ボランティア団体

3 3月 7日（水）10時～13時 福祉施設見学、バーチャルリアリティで認知症体験

◆利用会員より
　◦	介護保険利用開始までの間、
家事援助をお願いすること
ができて、安心しています。

　◦	産後、子供たちに温かい食
事づくりや掃除など、体調
が整うまで利用したいです。

■協力会員より
　◦	家事援助を通して、頑張っ
ておられる高齢者の気持ち
にふれることで、色々と教
えられます。

　◦	里帰り出産できない若い人
の家事に協力できて、赤ちゃ
んの笑顔が活動の支えです。

中間報告



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

・団体（39団体） …………… 996名
・個人ボランティア……… 　154名
・登録人数合計…………… 1,150名

ボランティアセンター登録状況
（平成29年10月現在）
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・ボランティアスキルアップ講座
　平成30年2月7日（水）午後
・市民ボランティア体験学習（後期）
　平成30年2月10日（土）～ 22日（木）
詳細は市の広報1月号、鎌ケ谷市社会福祉協議会
ホームページでご案内いたします。

ボランティアグループや施設で使用します。ご協力お願いいたします。
・ウエス用布（Tシャツ、ゆかた、シーツなど木綿の布）
・アクリル毛糸（コスモスの会、個人ボランティア等で使います）
・花の苗や種（きんぎょ草の会、麦の会で育てます）
・使用済み切手（各種磁気カードの回収は終了しました）

友愛ボランティア
チャリティーバザーのお礼

　10月1日（日）第40回バザー
が開催されました。バザー売上
金と寄付金は、838,490円で
した。この収益はひとり暮らし
の高齢者へのお弁当作りに役立
てます。市民の皆様のご支援と
ご協力ありがとうございまし
た。

整理ボランティア・コスモスの会
　市民の方々からご協力をいた
だいた使用済み切手を換金し、
福祉施設や福祉団体へ活動費と
して寄付する活動をしていま
す。この度、文化交流を通して
人と人との友好の絆を深めるこ
とを目的に活動している「ほほ
えみカルチャークラブ」へ3万
円を寄付いたしましたのでご報
告いたします。今後も活動を通
じて心のふれあいを大切にし、
ボランティアの輪を拡げていき
たいと思います。今後ともよろ
しくお願いいたします。

報告	災害ボランティア養成講座
　自宅に倒壊の危険がない、風水害や土砂災害など二次災害の危険がないこ
とを大前提として、自宅で避難生活ができるように災害への備えについての
知識を学びました。また、吸水シートや凝固剤を利用した衛生的なトイレの
使用法やポリ袋を利用して非常食を作りました。

協力団体：災害救援ボランティアネットワーク・友愛ボランティア

講義の様子 非常食づくり

初富小学校　アイマスク体験
　10月25日（火）初富小学校5年生98名を対象に、誰もが地域の中で安
心して暮らしていけるように、障がいについて生徒一人ひとりが正しく理解
していくことを目的に、アイマスク体験講座を実施しました。

協力ボランティア：ゆうゆう四季の会、初富小5年保護者のみなさん

階段の上り下り アイマスクを装着しての食事 絵画の説明

　3コースに分かれて目が見えない状態を体験し、それぞれのサポート方法
を学びました。

ボランティア募集

№ 施設・団体名 内容・活動場所・活動日時など 備　　考

1 きんぎょ草の会 ◦花壇や畑でお花を育てます
南部公民館　第1・3水曜日　9：00～12：00

男性も活躍していま
す！

2 麦の会 ◦花壇や畑でお花を育てます
北部公民館　第2・4火曜日　9：30～10：30

男性1人、女性2人
活動中

3 ひまわりの会 ◦	施設で使用するウエスを裁断します
慈祐苑　毎月第3水曜日 男性3人活動中

4 友愛ボランティア
（配達ボランティア）

◦	独居高齢者宅へ安否確認を兼ねて、手作りのお弁
当を届けます
月に2～3回	総合福祉保健センター5階	調理室

徒歩・自転車・車の
いずれかで活動

5 保育ボランティア
◦生後6ヶ月～未就学児の保育
平日の午前または午後の2～3時間程度
総合福祉保センター・こども発達センター

子育ての経験を活か
して活動できます！

6 個人ボランティア ◦アコーディオンの演奏　高齢者施設等で活動中 関心のある方


