
国際障害者週間（12月3日～ 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。たくさんのご来場をお待ちしています。

内容 12時から
手作り品・食品などの販売

13時から
オープニング・団体活動発表

14時30分から
●アトラクション　クラッチ＆Woo
●ビンゴ大会

日時 平成27年12月5日（土）

12時～ 16時

会場 総合福祉保健センター 6階

あなたの募金があなたのまちで役立ちます

　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、皆様から 3,897,339 円もの募金をいただくことができました。今年度も皆様のあたたかい
思いやりをお願いいたします。

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。
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鎌ケ谷市社会福祉協議会
〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
総合福祉保健センター5F
TEL.047-444-2231
FAX.047-446-4545

鎌ケ谷

共同募金のホームページでは、募金状況などがご覧いただけます。（http://www.akaihane_chiba.jp/）

すまいる祭り

チーバくんであふ かまたん

ビンゴ大会で
景品をゲット
しちゃお！

参加団体
特定非営利活動法人 きらら （販売・発表）
社会福祉法人優幸会 みちる園
 （販売・発表）
特定非営利活動法人
鎌ケ谷市手をつなぐ親の会 （販売・発表）
鎌ケ谷市福祉作業所　友和園 （販売・発表）

指定障害者福祉サービス事業所

視覚障害者団体の発表
ドレミの会 （ハーモニカ合奏）
ラブリーフレンズ （社交ダンス） ジャグリング・バランス芸・バルーン・

パントマイム・マジックなど数あるレ
パートリーの中から「愉快な二人の道
化曲芸会」で、一緒にわくわくしよう！

アトラクション

クラッチ＆Woo

入場料無料 !

手話通訳・
要約筆記
あり



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

● これからの地区社協の事業等予定（12～ 3月） ●
中央地区社協（☎442-5145）
12月 1日（火） ふれあいサロン
12月 3日（木） 駅前つくも会「クリスマス会」
12月16日（水） 3B体操教室
12月17日（木） 南初富あゆみ会交流会「クリスマス会」
1月12日（火） ふれあいサロン
1月26日（火） 茶話会「新年会」
2月 2日（火） ふれあいサロン
3月 1日（火） ふれあいサロン
3月14日（木） 富岡むらさき会交流会
3月18日（金） ウォーキング
3月22日（火） 茶話会
3月 町組アシスタンスグループ交流会
中央東地区社協（☎442-5144）
12月 6日（日） 地区ふれあい祭り〈クリスマス会〉
12月12日（土） 青少年福祉活動③はがき作り
12月16日（水） サロン（翔友会）
12月22日（火） ミニリハビリ教室
1月12日（火） ミニリハビリ教室
1月20日（水） サロン（翔友会）
1月21日（木） 介護予防教室〈健康体操〉
1月27日（水） ボランティア支援活動「シーツ交換」
2月 2日（火） ミニリハビリ教室
2月 9日（火） 運営委員研修会
2月17日（水） サロン（翔友会）
2月24日（水） ボランティア支援活動「シーツ交換」
3月16日（水） サロン（翔友会）
3月22日（火） ミニリハビリ教室
3月23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 6日（日） 健寿グラウンドゴルフ
12月22日（火） ミニリハビリクリスマス会
1月16日（土） AED、救急法講習会

1月26日（火） ミニリハビリお楽しみ会
1月28日（木） 健寿ウォーキング
2月23日（火） ミニリハビリレクリエーション
2月25日（木） 第3回移動児童館
3月22日（火） ミニリハビリ茶話会
西部地区社協（☎047-389-6061）
12月10日（木） 健康づくりの会「わかば」江口先生
12月17日（木） 在宅介護者のつどい②「ラフターヨガ」
1月16日（土） 昔あそびの会
3月13日（日） 春のおたのしみ会
南部地区社協（☎442-5143）
12月 3日（木） 元気に楽しくウォーキング
12月16日（水） さわやかライフ倶楽部『体操教室①』
12月16日（水） 南部いきいきサロン①
1月20日（水） さわやかライフ倶楽部『体操教室②』
1月20日（水） 南部いきいきサロン②
2月 1日（月） 芸能交流大会
2月10日（水） さわやかライフ倶楽部『体操教室③』
2月10日（水） 南部いきいきサロン③
2月18日（木） 孫の手会ボランティア研修
3月 6日（日） 公民館まつり〔参加協力〕
3月16日（水） さわやかライフ倶楽部『体操教室④』
3月16日（水） 南部いきいきサロン④
地区リハビリ教室さくら会　毎月1回
道野辺保育園交流　随時
南児童センター交流　随時
北部地区社協（☎442-5142）
12月19日（土） 健康体操⑤
1月23日（土） 健康体操⑥
2月12日（金） 友愛訪問
2月27日（土） 健康体操⑦
3月12日（土） 医療講座
3月26日（土） 健康体操⑧

福祉
サービス
案内

　地区社会福祉協議会では、「必要なときに、必要な人に、必要なサービスの相談、情報提供の推進」を
図るために「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、窓口などをご紹介いたします。
 〈時間はいずれも火～土曜日9時～ 16時〉

　全国的には地区社協、支部社協、学校区社協など、いろいろな「呼び方」があります。これは、市
町村社協が定めた設置理念に基づく場合もありますし、その‘まち’の歴史みたいなものが色濃く反
映されている場合もあります。いずれにおいても、地域の住民が主体となって、組織づくりをして、
事業を計画し、予算を決めるなどして地域づくりを展開しています。

＜鎌ケ谷市社協では…＞
　平成2年10月の理事会において、鎌ケ谷市が進めているコミュニ
ティエリアに合わせて設置することが決まり、市内6地区のコミュニ
ティエリアに、各地区の運営委員会が主体となって平成3年4月～ 6
月にかけて6地区社協が順次、設立されました。

シリーズ

5 地区社協ってなあに？



◇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◇

善意のご寄付ありがとうございます
平成27年6月8日～平成27年10月13日� （敬称略・順不同）　単位：円

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 30,000円
家庭倫理の会鎌ケ谷市 福祉のために 20,000円
映画「じんじん」上映実行委員会 福祉のために 36,670円
鎌ケ谷市ダンススポーツ協会 福祉のために 88,908円

茂野製麺㈱ 友愛ボランティアへ そば・冷麦・
麺つゆ100食分

マルエイ南鎌ケ谷店 福祉のために 26,349円
小松美知 福祉のために 30,000円
鎌ケ谷市梨業組合代表鈴木吉夫 福祉のために 5,000円
華乃会 福祉のために 30,000円

撮影 イベント企画 取材 編集 コピー
ロゴ制作イラスト制作 環境負荷を減らす取り組み

インターンシップ制度 地域貢献活動
女性の社会参画を推進

プロダクト
紙媒体の印刷だけでなく、e-bookや
web制作など、お客様にご満足いただ
ける製品づくりをサポートします。

チラシ ポスター名刺 封筒

看板 ホームページ制作

DM 帳票類

ハガキ
広報紙 SP商材記念誌カタログ 各種新聞

パンフレット

クリエイティブワーク
デザイン・印刷・製本のみならず、企画
や取材等も承っております。より満足度
の高いサービスをご提供いたします。

CSR
CSR認定企業として、地域の輝
く未来を創造いたします。

■本社：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町32番地　■つくば支店：〒305-0035 茨城県つくば市松代2-2-1

●ISO 9001：2008認証取得 ●Pマーク認証取得
●全日本印刷工業組合連合会CSR 認定 ●子育て支援優良事業所

情報加工でマーケティング力をUP！

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
募集中です。全戸配布のメリットを
いかして宣伝してみませんか？

広告
募集

お問合せ先
☎４４４－２２３１
（社会福祉協議会事務局）

　平成27年9月3日（木）東部学習センターにて成
年後見制度講演会を開催し、約130名の市民・福祉
関係者にご参加いただきました。第一部では講談師に
よる成年後見講談、第二部では弁護士による制度の概
要について説明し、難しくなりがちな制度について理
解を深めました。参加者のアンケートでは、初めて成
年後見制度を聞く方が多数おり、制度自体の認知がま
だ低いことがうかがえます。これからも継続して講演
会を開催することを実感しました。

　包装の破損や印字ミス、賞味期限に近づいた等といった
理由から、品質には問題がないにもかかわらず破棄されて
しまう食品・食材を企業や個人等から引き取り、必要とし
ている福祉施設・団体等や生活困窮者へ無償で提供する活
動です。
　フードバンクでは食品・食料を集める運動【フードドラ
イブ】を定期的に実施しており、社協ではフードドライブ
時に食品・食料の受け取り窓口に協力しています。

▪穀類（お米、麺類、小麦等）
▪保存食品（缶詰、瓶詰等）
▪乾物（のり、豆など）
▪インスタント食品・レトルト食品など

▶▶▶　次回のフードドライブ　◀◀◀�
平成28年1月12日（火）～ 2月29日（月）

フードバンク

成年後見制度講演会（報告）

教育資金を必要とされるみなさまへ

教育支援資金のお知らせ
利用できる方
　対象となる学校に在学または、入学する方で、
世帯の収入がおおむね市町村民税非課税程度の
所得の少ない世帯で、他からの融資を受けるこ
とが困難な方

対象となる学校
　学校教育法に規定されている高等学校、専修
学校、大学など

貸付制度の概要
　貸付限度額：高等学校　月35,000円
　　　　　　　専修学校　月60,000円
　　　　　　　大　　学　月65,000円
　就学支度費：500,000円以内

その他の融資先のご案内。
詳細につきましては、直接ご確認下さい。

◦日本政策金融公庫（http://www.jfc.go.jp/）
　教育ローンコールセンター 0570-008656

◦日本学生支援機構（http://www.jasso.go.jp/）
　�在学する学校の奨学金担当窓口がお問い合わせ先
になります。
　�それ以外の方は学資貸与第一課　予約採用係（03-
6743-6037）へお問い合わせ下さい。



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

無理せず、気負わず！
心と時間に余裕をもって、

楽しみながら

ボランティアまめ知識

今年も、各地で災害が起きています。地域のつながりやボランティア活動への関心が高まっ
ています。ボランティアをしてみたいと考える方も多いことと思います。この機会に、た
くさんの方と出会い、自分の世界を広げてみませんか？
体験期間：平成28年1月9日～ 2月27日
申し込み：各体験日の4日前までに、ボランティアセンターへ
　　　　　＊FAXでの申込は、名前・連絡先（電話番号）・希望の団体名を記入して下さい。

団体名　①日時　②場所　③持ち物　④募集人数

～新しい出会い、新しい自分を見つけてみませんか？～
市民ボランティア体験学習（後期）

　平成27年9月10日、記録的な豪雨により鬼怒川の堤防
が決壊し茨城県常総市に甚大な被害が発生しました。
　鎌ケ谷市の消防官である私は、被災地へ緊急援助隊として派遣される
機会が無かったため、少しでも被災された方々の助けになれればと思い、
茨城県常総市へ清掃活動のボランティアとして参加することにしました。
　被災地は廃泥で汚れ悪臭が漂い、水害により家財道具が多量な被災ゴ
ミとなり山のように集積されていました。
　私がボランティアとして参加した日は、シ
ルバーウィーク中ということで約2400人が
参加していました。動機は人それぞれで、テ
レビのニュースを見て何かしなきゃと感じた
人や、昔に常総市に住んでいた人、中には関
西地方から旅行に来ていた人が旅程をキャン
セルし参加していました。ボランティアに参
加する人は色々な「きっかけ」や「縁」、「動
機」をもって参加しており、年齢も様々で女
性も多く参加されていたのが印象的でした。
　ボランティアに参加して感じたことは、
困っている人のために一歩を踏み出し手を差
し伸べる、そういう気持ちが大切であるとい
うことです。

台風第18号による大雨等の災害ボランティア活動報告

被 災 地 は い ま ! !
（消防士・30代男性）

◦�通常の定例会への参加と手話の学習と交流
を通して「聞こえないことを考える」

①夜：1/20㈬19：00 ～ 21：00
　昼：1/21㈭10：00 ～ 12：00
②総合福祉保健センター 5階団体活動室
③筆記用具　④各5人

手話サークル「みどりの会」

◦畑で育てた綿で花作り
①2/18㈭　9：00～ 11：30
②南部公民館
③なし　④5人

きんぎょ草の会

◦高齢者施設でウエスのカット
①2/3㈬13：30～ 15：00
②特別養護老人ホーム幸豊苑（粟野225-1）�
③エプロン　④3人

ひまわりの会

◦点字を読む・点字器を使って点字を書く
①2月開催（日時は問い合わせ下さい）
②�総合福祉保健センター 4階研修室又は� �
5階作業訓練室
③筆記用具　④5人

鎌ケ谷点訳友の会

◦�聴覚障がい者のための筆記による情報伝
達について理解する

①2/17㈬　13：30～ 15：30
②総合福祉保健センター 4階研修室
③筆記用具　④5人

要約筆記サークル「あいあい」

◦�おもちゃの搬入・搬出と子ども達とおも
ちゃを通して遊ぶ
①1/9.23.2/13.27㈯　13：00～ 15：30
②総合福祉保健センター 4階遊戯室
③なし　④定員なし

鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」

永年活動表彰
鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」

　一般社団法人おもちゃ図書館財団より、表彰
状を受賞しました。障がい児と健常児がそれぞ
れ親子で遊べ、情報交換の場になってほしいと
の願いからスタートして20年、今は訪れる子供
たちと楽しい時間を過ごしています。おもちゃ
を通して、楽しい時間を過ごしましょう。気軽
に遊びに来てください！

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　　・使用済み切手　　・花の苗や種

友愛ボランティア チャリティーバザーのお礼
　10月4日（日）第38回バザーが開催されまし
た。
　バザー売上金と寄付金は、896,214円でした。
この収益金はひとり暮らし
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。

集められた被災ゴミ

災害ボランティアセンターの様子

◦�ひとり暮らしの高齢者宅へ安否確認
を兼ねて配食サービスを行う
１　お弁当の調理
①2/10㈬　9：15～
③エプロン・マスク・三角巾� ④3人
２　お弁当配達
①2/10㈬10：30 ～　③なし　④2人
②�共通：総合福祉保健センター5階・調理室

鎌ケ谷市友愛ボランティア


