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鎌ケ谷地域の支え合い活動について話し合う
「第2層協議体」が北部地区でスタートしました!
　前号で紹介した、地域包括ケアシス
テム内の生活支援・介護予防部門への
取り組みについて、自治会関係者、民
生委員児童委員、地域包括支援セン
ター、鎌ケ谷市、生活支援コーディネー
ター及び市社協で構成された、北部地
区での「第 2層協議体」となる会議が
始まりました。第 1回目（4月 25 日）
の会議では、これから話し合う内容を
確認し、会議名称を「たすけあい活動
あさか」と定めました。また、第 2回
目（5月 17日）では、地域課題について話し合い、「隣近所が希薄化しており、
お互いに知り合い、助け合う気運が必要」などの発言がありました。今後は、
この課題等を解決する方法について、話し合いを重ねていく予定です。

第2層協議体の会議状況

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）

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。

地区リハビリ教室「さくら会」������� 8月23日（木）、9月20日（木）
南部ふれあいの集い����������������� 9月1日（土）
南部いきいきサロン���������� 10月17日（水）、11月21日（水）
秋のお楽しみ会������������������ 10月24日（水）
子育てセミナー������������������ 10月26日（金）
グラウンドゴルフ大会��������������� 11月10日（土）
介護予防教室������������������� 11月21日（水）

健康づくりの会「わかば」��������� 7月5日（木）、10月4日（木）
子育て支援事業������������������� 7月13日（金）
オレンジ交友会（認知症予防の会）
�������������� 8月2日（木）、9月6日（木）、11月1日（木）
在宅介護者の集い������������������ 8月30日（木）
高齢者支援教室������������������ 11月29日（木）
いも煮会������������������������� 11月

サロンあ・さ・か������������������ 毎月第1月曜日
健康体操���������������������毎月最終土曜日
介護予防教室������������������� 10月19日（金）
北部ふれあいまつり����������������� 11月4日（月）
地域交流会������������������������ 11月
おせんべい焼き���������������������� 11月

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）
ふれあいサロン������������������ 毎月第1火曜日
駅前つくも会交流会����������������� 7月11日（水）
中央地区ふれあいのつどい�������������� 7月14日（土）
茶話会�������7月24日（火）、10月4日（木）「バス旅」、11月27日（火）
ウォーキング������������������� 10月19日（金）
鎌中JRC委員会と地域の方との交流��������� 11月10日（土）

ふれあいサロン「すみれ」�������������� 毎月第3金曜日
手作りおもちゃで遊ぼう��������������� 7月22日（日）
ミニリハビリほのぼの会�������������� 毎月第4火曜日
移動児童館�������������� 8月24日（金）、11月28日（水）
東部ふれあい福祉まつり���������������11月11日（日）

研修会����������������������� 7月7日（土）
サロン（翔友会）�������������毎月第3水曜日（8月を除く）
ミニリハ����������������毎月第4火曜日（8月を除く）
ボランティア活動「シーツ交換」������毎月第4水曜日（8月を除く）
手すきはがきづくり����������������� 8月2日（木）

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。（時間はいずれも火～土曜日 9時
～ 16時）

○��場所は全て総合福祉保健センター6階　○�時間は全て午後1時 30分～3時 30分　○お申込み・お問い合わせ　鎌ケ谷市社会福祉協議会

『最期まで
自分らしく生きる』
講師　三和病院顧問
　　　医師　高林克日己氏

�『終活について、
エンディングノートの書き方』
講師　�一般社団法人�日本エンディ

ングサポート協会
　　　理事長　佐々木悦子氏

『相続と遺言について』
講師　�公益社団法人�成年後見センター・

リーガルサポート千葉県支部相談役�
司法書士　酒井伸明氏

1 7月 2日（月） 2 7月 12日（木） 3 7月 24日（火）

話題の『終活』セミナーを開催！ 参加費
無　料

1日だけの
参加も可能

◇鎌ケ谷社協だよりは、自治会のご協力で配布しています◇

始めていますか、『終活』～自分らしく生きるために、今できること～



◇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29年4月1日から平成30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29年度決算・30年度資金収支当初予算 ●
� （単位：円）　　　　　（単位：千円）

事業区分、拠点区分及びサービス区分 29年度収入額 29年度支出額 差　異 30年度予算額
法人全体 198,727,805 149,015,420 49,712,385 153,366
ア　社会福祉事業区分 197,403,292 148,314,328 49,088,964 151,931
①地域福祉センター拠点区分 126,471,174 108,546,767 17,924,407 104,375
① -1� 法人運営事業サービス区分 88,638,518 80,012,928 8,625,590 69,096
① -2-1� 共同募金配分金事業サービス区分（一般配分） 5,914,623 5,914,623 0 4,740
① -2-2� 共同募金配分金事業サービス区分（歳末配分） 3,680,138 3,680,138 0 3,860�
① -3-1� 資金貸付事業サービス区分（福祉資金） 1,014,522 271,240 743,282 600
① -3-2� 資金貸付事業サービス区分（生活福祉及び老障） 3,418,500 3,418,500 0 3,425
① -4� 相談事業サービス区分 765,345 494,821 270,524 700
① -5� ボランティア活動推進事業サービス区分 4,540,681 4,052,638 488,043 4,787
① -6� 地区社協事業サービス区分 13,982,000 13,924,450 57,550 15,033
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） 1,452,299 1,332,126 120,173 2,124
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） 429,849 135,048 294,801 300
① -8� 善意銀行事業サービス区分 7,816,253 768,838 7,047,415 3,056�
① -9� 日常生活自立支援事業サービス区分 968,446 691,417 277,029 1,414

②友和園拠点区分 93,932,118 62,767,561 31,164,557 47,556
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） 45,252,168 32,108,043 13,144,125 21,576
② -2� 障害福祉サービス事業サービス区分（生活介護） 48,679,950 30,659,518 18,020,432 25,980

イ�公益事業区分 1,324,513 701,092 623,421 1,435�
③地域福祉センター拠点区分 1,324,513 701,092 623,421 1,435�
③ -1� 地域福祉センター事業サービス区分 1,324,513 701,092 623,421 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29年度事業報告
1 法人運営事業
①会務運営：理事会 4回、評議員会 2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、「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
16件〉、災害見舞金〈2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 3,778 件　斡旋 675 件
②ボランティア養成事業　延べ 289 名参加
③ボランティア活動紹介・情報提供等

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 881 回　延べ活動利用時間数 1,302 時間
②在宅介護者のつどい　
　�毎月 1回延べ 132 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 44名参加）

5 資金貸付事業
①総貸付相談件数 140 件（延べ件数 311 件）
　・�生活福祉資金（転宅 1、葬儀 1、緊急小口 6、教育支援 7）貸
付申請受理等 15件

6 相談事業
①心配ごと相談　開催日数 48日 56件
②心の相談　開催日数 90日 105 件
③成年後見制度・遺言相続個別相談会2回5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 292 回、団体活
動室 334 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

13 「在宅介護者のつどい」ご存知ですか？
～介護の仕方は十人十色 介護者のみなさんとほっと一息…～

　在宅で、介護中の家族のための「リフレッシュ事業」と日頃の介護生
活の悩みや不安など、共に理解し合える仲間同士が話し合い、励まし合
える場として、毎月 1回開催しています。（市高齢者支援課の協力により、
血圧測定や健康面の相談などもできます。）
　終わりが見えない介護生活は、家族として、日々の出来事を受け止め
るには辛い事もありますが、一人で悩みを抱え込まず、いろいろな福祉
制度やサービスを利用しながら、快護生活を過ごしましょう。

これからの予定
月　日 曜日 リフレッシュ事業の内容
7 月 12 日 木 身体をほぐす運動
8月 29日 水 笑いヨガ
9月 21日 金 暮らしに役立つ調理実習
10月 16日 火 昔なつかしい遊び
11月 12日 月 軽スポーツ
12月 14日 金 クリスマスコンサート
1月 16日 水 新年会
2月 14日 木 癒しのハンドマッサージ
3月 19日 火 講演会

〇�会場：総合福祉保健
センターです。
〇�時間：10 時から 12
時まで（9・12・1月は、
14時まで）
※�お気軽にお申し込み
ください。
　�社会福祉協議会
　☎ 444-2231

クリスマスコンサート

癒しのアロマ

平成30年3月12日～平成30年5月1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
鎌ケ谷ダンススポーツ協会 福祉のために 27,860 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 14,953 円
国際ソロプチミスト船橋 福祉のために 100,000 円
大澤　茂 福祉のために 30,000 円
富士会から解散にともなう寄付金として 福祉のために 56,047 円
花まつりをもっと身近にキャンペーン 福祉のために 23,180 円
マルエイ南鎌ケ谷店 福祉のために 81,907 円

企業のみなさまへ～リサイクル事業にご協力を～
　福祉作業所友和園では、アルミ缶やペットボトルのキャップ
を回収しています。利用者みんなで、缶潰しやキャップのシー
ルはがしなどの作業を行っています。利用者へ支払われる作業
工賃は、働く意欲や励みとなっていますので、リサイクル事業
にご協力をよろしくお願いいたします。ご連絡いただければ、
回収に伺います。（ご持参いただいても結構です。）

連絡先　鎌ケ谷市福祉作業所　友和園
鎌ケ谷市中央 2-21-30　電話 047-445-7777（担当：伊崎）

お車のことなら、
お気軽にご相談ください

各種自動車販売 車検 整備 鈑金塗装

有限会社 鈴木モータース
〒273-0115 鎌ケ谷市東道野辺 3-3-10

お問い合わせは ☎047-444-3500

　鎌ケ谷市社会福祉協議会では、「鎌ケ谷社協だ
より」に広告掲載企業を募集しています。全戸配
布のメリットをいかして宣伝してみませんか？

○年 3回発行（6月・11月・3月）
○掲載料 1万円（寸法 90㎜× 50㎜）
○全戸約 32,000 部配布
○次回の発行は平成 30年 11月予定
　（応募締め切りは 8月 31日まで）
○ホームページにも掲載されています

広告
募集

お問合せ先▶☎444-2231（社会福祉協議会事務局）

制服リユース
ご自宅に不要になった制服は眠っていませんか？
制服リユースでは、先輩たちの大切な制服を、無償で後
輩たちへお譲りしています。
譲りたい方��市内中学校の制服のみ（クリーニングや洗

濯済みのもの）
利用したい方��希望の制服をお問い合わせく

ださい。
在庫はホームページでもご確認いただけます。

優しい気持ち、
ありがとうの気持ちが
鎌ケ谷に広がっています！

譲った方、利用された方から、
メッセージが届いています。



通信
総合福祉保健センター5階
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30年5月末）

・団体（39団体） …………… 980人
・個人……………………… 　162人
・登録人数合計…………… 1,142人

ボランティアまめ知識

◇活動のポイント　自分に合った身の回りのことからはじめてみましょう◇

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（不要になった Tシャツやゆかた、シーツなど木綿の布）
◦使用済み切手（切り取る場合は、切手の周囲約 5mm以上の余白を残してください）
◦アクリル毛糸　　◦花の苗や種　　※磁気カードの回収は終了しました。

ボランティアの声
　現在活動中のボランティアに、
「活動を通して感じたこと」や「印
象に残ったこと」などをお聞きし
ました。

◦�施設でふれあい活動、視覚障が
い者ダンスサークルのお手伝い
� 女性
　孤独というのは年を取ってわか
るものだとつくづく思います。今
年、私は喜寿を迎えました。お年
寄りの淋しさに寄り添うことがど
んなに大切な事かを感じます。今
では、父や母に会うような気持ち
で出かけています。障がいのある
方の不自由さもふれあってみて感
じる事ができます。ありがたい経
験をさせてもらっています。

◦�施設で絵手紙をとおしてのふれ
あい活動� 女性
　特養等の利用者さんは、作成し
た絵手紙を“宝物”と言ってくだ
さいます。また、作成しながらの
会話が何より利用者さんと私たち
ボランティア双方の楽しみになっ
ています。

◦病院内の案内スタッフ� 男性
　病院は、さまざまな方が利用さ
れるので、すべての方にご満足を
いただけたかどうか。ただ、時に
はお礼の言葉をいただけるのは励
みになります。

◦保育施設で体育指導� 男性
　笑顔の子どもたちに“元気のも
と”をもらっています。

◦�施設でアコーディオン演奏�男性
　デイサービスを中心に懐メロを
アコーディオンで演奏し、みんな
で歌っています。過去を思い出し
歌うことは利用者さんの大きな楽
しみであり、食欲や体調回復にも
役立っているようです。

ボランティア入門講座　案内
　ボランティア活動に興味や関心のある方や活動中の方対象の講座です。
　今回は 2020 年東京オリンピックパラリンピックに向けて、パラリンピッ
ク公式競技の“ボッチャ”をとおして障がいについて考えます。

日時：�平成 30年 7月 5日（木）13：30～ 16：00
会場：�総合福祉保健センター 6階大会議室
内容：�第 1部� 講演　「ボッチャとの出会いと障がいについて」
� � 講師　市原ボッチャクラブ　門脇　倭雄氏
� 第 2部� ボッチャの体験
� � 講師　市原ボッチャクラブ
定員：�50 名（申込先着順）

市民ボランティア体験学習　募集
団体名 内容 日時 場所

鎌ケ谷点訳友の会 点字の読み書き点字器で点字を書く 7月 6日（金）�10：00～12：00 総合福祉保健センター
5階作業訓練室

麦の会 花壇の手入れ 7月10日（火）� 9：30～10：30
7月24日（火）�　　　〃 北部公民館

ゆうゆう四季の会 草刈り 7月14日（土）� 9：30～11：30 特別養護老人ホーム
初富の里

鎌ケ谷おもちゃの
図書館｢あ･そ･ぼ｣ おもちゃの搬入・撤収

7月14日（土）�12：30～16：00
7月28日（土）�　　　〃

総合福祉保健センター
4階遊戯室

きんぎょ草の会 花壇の手入れ 7月18日（水）� 9：00～12：00 南部公民館
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

夜）7月18日（水）� 19：00～21：00
昼）7月19日（木）� 10：00～12：00

総合福祉保健センター
5階団体活動室

友愛ボランティア ひとり暮しの高齢者宅へ
のお弁当づくりと配達

調理）7月26日（木）� 9：00～12：00
配達）　　〃� � 11：00～12：00

総合福祉保健センター
5階調理室

施設ボランティア 利用者と折紙で交流 7月12日（木）�13：30～15：00 ケアセンターそよ風

対象：高校生以上　　申込み〆切：各体験日の 2日前

団体名 内容 日時 場所
整理ボランティア
コスモスの会 使用済み切手の整理作業 7月25日（水）

13：00～15：00
総合福祉保健センター
6階大会議室

鎌ケ谷おもちゃの図書館
｢あ ･そ ･ぼ ｣ おもちゃの搬入・撤収 7月28日（土）

12：30～16：00
総合福祉保健センター
4階遊戯室

ゆうゆう四季の会 車いす・アイマスク・
高齢者疑似体験

8月 1日（水）
13：00～16：00

総合福祉保健センター
6階大会議室

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

8月 2日（木）
13：30～15：00

鎌ケ谷点訳友の会 点字の読み書き
点字器で点字を書く

8月 3日（金）
10：00～12：00

災害救援ボランティア
ネットワーク

心臓マッサージとAED体験
非常食試食など

8月 3日（金）
13：00～16：00

施設ボランティア
利用者と折紙で交流 8月16日（木）

13：30～15：00
ケアセンターそよ風
（初富本町）

施設内でのイベントスタッフ ボランティアセンター
でご案内します

リーベン鎌ケ谷
（丸山）

☆夏休み福祉体験に参加した方で、希望の方に「活動証明書」を発行します。

夏休み福祉体験　募集
対象：小学 4年生～専門学生、大学生　　申込み〆切：各体験日の 2日前

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。
ボランティア活動を通して障がいへの理解を深め、

わたしたちの暮らしている地域社会へ目を向けてみませんか？


