
6地区社会福祉協議会
推進計画策定中

現在、市内6地区社協において、KT福祉研究所代
表の松藤先生をコンサルタントに迎え、推進計画を策
定しています。

地区社協の設立から18年が経過し、各地区におい
て展開している事業等について、内容の検証を行い、
よりよい地区社協を目指していくことを目的に、地区
ごとに策定を進めています。

これまでに各地区社協で、アンケート調査、ワーク
ショップ、地区懇談会を2回実施し、事業内容の見直
し、新規事業について検討しました。

この結果を踏まえ、平成22年度より順次事業展開
していきます。

12月9日午後1時30分より総合福祉保健センター
6階にて、各地区の推進計画の発表と総括をする予定
です。 皆さまのご協力をお願いいたします。

　　

●市役所（1階市民ホール）　　●社会福祉センター
●地区社協（中央・中央東・南部・東部・西部・北部）

※投函する際は、熱湯または入れ歯洗浄剤にて消毒し、ビニー
ル袋に入れてください。
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鎌ケ谷

平成21年10月よりホームペー
ジをリニューアルしました。

本会の事業内容等について、わ
かりやすく整理し、新着情報を随
時掲載できるようになりました。
今後も皆様に親しみやすいページ
づくりをめざしていきます。ぜひ、
ご覧ください。

www.kamagayashakyo.com

ご寄付いただき、ありがとうございました。
茂野製麺株式会社代表取締役会長

茂野　昭様より災害ボランティア基
金へ100万円の多大なご寄付をい
ただきました。

この基金は、大規模災害が発生し
たときに災害ボランティアセンター
の設置並びにボランティア活動に必

要な資金等を確保するために備えた基金です。

入れ歯の金属には、稀少金属（金・
銀・パラジウムなど）が使われてい
るのをご存じでしょうか。

NPO法人日本入れ歯リサイクル
協会を通じて回収・換金された入れ
歯は、世界の子どもたちや地域福祉
活動のために役立てられています。

あなたの募金があなたのまちで役立ちます 共同募金（歳末たすけあい）にご協力
おねがいいたします。

12月１日から12月３１日まで「みんなでささえあうあったかい地域づくり」をスロー
ガンに、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この募金は、
地域で支援を必要とする人のために配分されています。

昨年度分は皆様から約431万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おもいやりをお願いいたします。

共同募金のホームページでは、募金状況や配分先などがご覧いただけます。
（http://www.akaihane-chiba.jp/）

▼URL▼

鎌ケ谷市社会福祉協議会
ホームページを

リニューアルしましたかま福 大仏さま

入れ歯回収ボックスの設置場所

不要入れ歯の
リサイクルに
ご協力ください

不要入れ歯の
リサイクルに
ご協力ください



【平成21年12月〜平成22年3月】
※日時・内容等を変更する場合がありますの

で、事前に各地区社協にご確認ください。

■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、短期大学、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・短期大学…月60,000円
　　　　　　大　　学…月65,000円
就学支度費：500,000円以内
※詳細は社協までお問い合わせ下さい。

教育支援資金のお知らせ

介護福祉士等修学資金貸付制度のお知らせ

平成20年4月1日から平
成21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

福祉・介護の
仕事に関心をお持ちの

みなさまへ

教育資金を必要と
されるみなさまへ

中央地区社協…………………………☎442-5145
中央地区楽

ら く

々
ら く

体操クラブ（市健康増進課と共催）
（体操）12月18日、1月21日、2月25日
（ウォーキング）3月18日
12月 2日 駅前つくも会交流会
12月10日 南初富あゆみ会交流会
 1月19日 茶話会（新年会）
中央東地区社協………………………☎442-5144

12月19日 青少年福祉活動
   小学生とはがき作り
 1月25日 地区社協だより「おもいやり」発行
 1月27日 翔祐園シーツ交換ボランティア
 2月13日 介護予防教室
 2月24日 翔祐園シーツ交換ボランティア
 3月24日 翔祐園シーツ交換ボランティア
 3月  介護予防教室
東部地区社協…………………………☎442-5141

12月12日 ちょいボラ研修 第2回
 1月26日 ほのぼの会とのぞみ　合同新年会
 1月30日 地区社協だより「ふれあい」38号発行
 3月13日 援護グループ交流会
健康歩こうかい／第2回1月19日㈫

第3回3月16日㈫

西部地区社協……………………………☎（047）389-6061
　12月 3日 どんぐり交友会
　12月12日 もちつき大会（児童センターと共催）
　 1月 9日 お正月遊び大会（児童センターと共催）
　 1月29日 健康づくりの会「わかば」調理実習
　 2月25日 健康づくりの会「わかば」
　 2月  介護教室
　 3月  体操講演会
　 3月  おたのしみ会
南部地区社協………………………………… ☎442-5143

12月16日 元気に楽しくウォーキング
 1月25日 さわやかライフ倶楽部・体操
 2月 9日 さわやかライフ倶楽部・調理実習
 3月上旬 南部芸能交流大会
 3月  地区社協だより「なんぶだより」発行
北部地区社協………………………………… ☎442-5142

12月12日 クリスマス会（北部小学校児童との交流会）
12月13日 クリスマスふれあいコンサート

（北部公民館と共催）
 1月  公開医療福祉講座
 2月  健康体操　　　
 2月12日 友愛訪問
 3月 1日 地区社協だより「北部地区社協だより」36号発行

これからの地区社協の予定

みに移動を開始しないこと」です。⑸○…一時休憩場所や交通被害状況の情報も提供されています。⑹○…おおよそ10㎞歩くのに２時間必要と言われています。⑺○

介護福祉士・社会福祉士資格取得のための学費をお貸
しします。

厚生労働大臣が指定した大学・短大・専門学校
①介護福祉士養成校（１年課程）
②介護福祉士養成校（２年以上課程）
③社会福祉士一般養成校（１年以上課程）
④社会福祉士短期養成校（６カ月以上課程）

①月額５万円
②入学準備金20万円（初回のみ）
③就職準備金20万円（最終回のみ）

5年間、福祉・介護職に就けば全額返済免除制度もあり
ます。詳しくは、入学を予定している介護福祉士・社会
福祉士養成校にご相談されるか、千葉県社会福祉協議会

（☎043-245-1551）にお問い合わせ下さい。

貸
付
対
象

貸
　
付

限
度
額



災害
ひとくちメモ
シリーズ●8

①非常用持出品で飲料水は１人１日3リットルで、3日分必要とされている。
②災害用伝言ダイヤルは151である。
③震度4強で「タンスなど重い家具が倒れ、テレビが台から落ちることがある」と想定されている。
④帰宅困難者の基本原則は、「すぐに移動を開始すること」と言われている。
⑤災害時徒歩帰宅者支援ステーションでは、飲料水の提供やトイレを提供してくれる。
⑥自宅までの距離が20㎞を超えると、帰宅困難者になると言われている。
⑦日頃から、家族や自治体で避難所や避難経路、避難の手順についての確認が大切である。

社協だより第71号から連載をしてきた、災害ひとくちメモシリーズも今回が最終回
です。今回は第71号から77号まで記載された内容をもとに、作成した○×クイズに
なります。あなたは何問正解できますか？（答えはこのページの下にあります。）

最終回

社会福祉センターでは、カラオケや踊りに利用できる舞台付
の広間（68畳）、お風呂、健康器具を備えるとともに、囲碁・
将棋などもできます。60歳以上の方を対象に、陶芸・手芸・
フォークダンス・健康増進体操教室なども開催
しています。また、保健師による健康相談も行っ
ていますので、お気軽にご利用ください。
■開設日時
開 館 時 間／午前9時～午後4時30分
休 　 館 　 日／毎週火曜日・祝日（祝日が火曜日の場合翌日も

連続して休館）年末年始
お風呂の利用／休館日を除く月・水・金の午前11時から午後3時
入 　 館 　 料／市民は無料　市外の人は300円
団 体 利 用／団体で部屋を借り切る場合は有料となり、利用する

１か月前から１週間前までに料金を添えて申請が
必要です。サークル活動等にご利用いただけます。

■場所・アクセス
所在地／鎌ケ谷市初富802番地の116（第五中学校前）
電　話／０４７-４４４-０１２１　FAX ／０４７-４４４-０１２２
○市役所または新鎌ケ谷駅からコミュニティバス「ききょう号

東線」さわやかプラザ軽井沢行乗車　社会福祉センター下車
○新京成鎌ケ谷大仏駅から船橋新京成バス　ニュータウン七次

台行乗車　ひょうたん下車

友和園は、鎌ケ谷市在住の心身に障がい
を有する方で就職することが困難方々が、
日常生活や作業活動を通して社会生活への
適応力の向上を図り、一人ひとりが生きが
いを持ち、社会的自立をめざすことを援助
する施設です。
■おもな作業

受注作業…ボールペン組み立て、ネジ袋
詰め、地域新聞配達、ラベル
貼り、エコ平板

自主生産…紙すき、木工、手芸、クッキー・
ケーキの製造・販売等

リサイクル事業…アルミ缶回収
■利用について

資　　格…18 歳以上の療育手帳または
身体障害者手帳をお持ちの
市民で通所可能な方

定　　員…40名
受付窓口…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
お気軽にご相談ください。

指定管理施設紹介
社会福祉センター 鎌ケ谷市福祉作業所友和園

⑴○…その他に非常食も必要になります。⑵×…171が災害用伝言ダイヤルです。⑶×…震度5強で、タンスなどが倒れると言われています。⑷×…基本原則は「むや

名　前 寄付先 金額・品名 名　前 寄付先 金額・品名
鎌ケ谷市
ダンススポーツ協会 社協 54,336 ㈱ヤマシナ商事 社協 121,096

匿名 社協 32,000 匿名 社協 4,500

家庭倫理の会鎌ケ谷市 社協 30,000 博士ラーメン 友愛ボラ
ンティア

ぎょうざ
300食分

北初富第一自治会 社協 50,000 鎌ケ谷市梨業組合 社協 5,000
鎌ケ谷市商工会青年部 社協 57,443 華乃会 社協 20,000
匿名 社協 20,000 とんちゃん鎌ケ谷店 社協 5,840
カトレア会・
レイラニ会・葦の会 社協 23,591 チャリティーサークル

ふれあい会 社協 100,000

茂野製麺㈱ 友愛ボラ
ンティア

ひやむぎ・そば・
めん汁100食分

鎌ケ谷
モラロジー事務所 社協 5,000

平成21年5月25日～平成21年10月8日（敬称略・順不同）
ありがとうございました

地区社会福祉協議会では、福祉サービス案
内を行っております。福祉関係の相談窓口
がわからない時には、ご相談ください。専
門機関をご紹介いたします。

中 央 地 区　☎442-5145
中央東地区　☎442-5144
東 部 地 区　☎442-5141
西 部 地 区　☎（047）389-6061
南 部 地 区　☎442-5143
北 部 地 区　☎442-5142

（時間はいずれも火〜土曜日9時〜16時）

連
絡
先



実施主体 体験内容 日時・会場 定員 持参するもの

●高齢者

友愛ボランティア
一人暮らしの高齢者へのお弁当作り
運転のできる方歓迎（65歳位までの方）

1/26（火）　9：00〜13：00
総合福祉保健センター 5階調理室

5人
エプロン・マスク

三角きん

ふみの会
一人暮らしの高齢者への
絵手紙を作成

2/11（木） 10：00 〜15：00
鎌ケ谷橋自治会館

3人
弁当

筆記用具

絵手紙の会 高齢者への絵手紙を作成
1/20（水）14：00〜16：00
東部学習センター

5人 筆記用具

おたよりぶんぶん 慈祐苑への絵手紙を作成
1/20（水）10：00〜12：00
中央公民館

3人 筆記用具

●子ども
ボランティアサークル
たんぽぽ

施設への手作り玩具（布）
の製作

2/8（月）10：00〜12：00
総合福祉保健センター 5階団体活動室

5人 筆記用具

おもちゃの図書館
「あ・そ・ぼ」

子ども達とおもちゃを通して
遊ぶ　おもちゃの搬入・搬出

2/13（土）   12：30〜16：00
総合福祉保健センター 4階遊戯室

3人 なし

●障がい者
要約筆記サークル

「あいあい」
聴覚障がい者のための筆記による
情報保障「要約筆記」の体験

2/3（水） 10：00〜12：00
総合福祉保健センター 4階研修室

5人 筆記用具

手話サークル
みどりの会

（通常の定例会への参加）
手話の学習と交流を通して

「聞こえないことを考える」

①1/27（水）19：00〜21：00
②1/28（木）10：00〜12：00
総合福祉保健センター 5階団体活動室

各5人 筆記用具

点訳友の会 点字を読む、書く
2/5（金）10：00〜12：00
総合福祉保健センター 4階研修室

20人 筆記用具

ゆうゆう四季の会 車いす・アイマスク体験研修会
2/8（月）10：00〜12：00
総合福祉保健センター 6階 大会議室

10人 なし

●施設

マザーズホーム
施設見学・やろう会の活動に参加

（同伴児保育）
2/1（月）9：20〜11：45
マザーズホーム

2人 なし

特別養護老人ホーム
幸豊苑

①施設見学・ひまわりの活動に参加
　（ウエスのカット）
②施設見学・佐津間たんぽぽの会
　（喫茶のお手伝い）

①2/3（水）10：00〜12：00
②2/3（水）13：00〜15：00
幸豊苑

各3人 なし

●収集
整理ボランティア
コスモスの会

使用済み切手の整理
2/8(月）10：00〜12：00
総合福祉保健センター 5階 団体活動室

3人 ハサミ

●災害
災害救援ボランティア
ネットワーク

まちあるき講座
マップ作り

2/1（月）10：00〜12：00
総合福祉保健センター 5階 団体活動室

30名 水筒

◇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◇

体 験 期 間　平成22年1月20日～2月13日
申し込み期限　原則として体験日の３日前まで  
申 し 込 み　社会福祉協議会ボランティアセンタ－

【電話047-442-2940　FAX047-446-4545】

ボランティア活動のポイント
1秘密を守ること
2時間を守ること
3細く、長く、無理なく継続すること

まめ知識

この機会に、たくさんの人と出会い、

自分の世界を広げてみませんか？

チャリティーバザーのお礼と報告 友愛ボランティアより
10月3日（土）第32回にして初めて雨模様の開催となりました。

バザー売上と寄付金は769,086円でした。毎年献品、寄付と暖か
いご支援を戴き感謝しております。この収益金は全て一人暮らしの
高齢者へのお弁当作りに役立てます。市民の皆様のご協力ありがと
うございました。

総合福祉保健センター5F

通信
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］

市民ボランティア
体験学習
参加者募集

平成21年度

ボランティア


