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総合福祉保健センター5階
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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◇

来て、見て、体験 すまいる祭り
～サンドアートパフォーマンス・体験～

※多少前後する
　可能性があります。

当日スケジュール 12：00～	 参加団体による販売
	 素敵な小物や食品等の販売があります！
12：30～	 参加団体による発表
	 ・きらら　・鎌ケ谷市手をつなぐ親の会
	 ・ドレミの会　・友和園　・ラブリーフレンズ
14：00～	 	アトラクション
	 サンドアートパフォーマンス＆体験！
15：00～	 	ビンゴ大会
	 夢の国のチケットなど用意しています！

日 時 平成30年12月1日㈯12時～ 15時40分
会 場 総合福祉保健センター6階

すまいる祭りとは
　障害者週間（12 月 3 日から
9日）を前に、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、誰もが楽しめる
イベントを開催します。
　今回パフォーマンスを行う
SILT（シルト）は、船本恵太氏によって結成された、サンドアーティ

スト集団です。世界初となる複数名
同時でのパフォーマンススタイルを
確立し、日本レコード大賞やミュー
ジックステーション等、多数 TV 出
演もされています。

～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～
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 3,823,174 円の募金が集まりました。

災害義援金　ご協力ありがとうございます
　本会では、災害に見舞われた被災者を支援するために、災害義
援金の募金活動を行っています。お寄せいただいた義援金は、千
葉県共同募金会を通し、被災地へ送金していますので、皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。

義援金名称
〇�平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金
〇平成 30年 7月豪雨災害義援金
〇平成 28年熊本地震災害義援金

受付窓口

千葉県共同募金鎌ケ谷市支会（社会福祉協議会内）
＊�義援金箱は、市社会福祉協議会及び各地区社会
福祉協議会事務所内に設置しています。

＊�平成30年12月28日まで受付中（期間延長予定）
義援金等に
関すること

中央共同募金会
（www.akaihane.or.jp）

＊�義援金は、個人・団体・学校様、
受所自治会様・東中沢地区町会様
などからも寄せられています。

◀�義援金活動：災害ボランティア
　センター立ち上げ訓練にて

千葉県PRマスコット
キャラクター
チーバくん

であふ

かまたん

チーバくん、
かまたん、
であふも

遊びに来ます。

サンドアートパフォーマンスとは
　砂を素材として表現を行う芸術の一種です。ガラス面に砂を撒
きその下から光を当て、その光と影によって砂絵を描き、砂絵を
次々に変化させ物語をつくります。砂絵アートの世界観に一気に
引き込まれます。



◇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） ●

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。
市役所の担当部署や専門機関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�047-389-6061
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

中央地区社協（☎442-5145）
12月 4日 ㈫ ふれあいサロン
12月 5日 ㈬ 駅前つくも会交流会
12月12日 ㈬ 体操教室
12月20日 ㈭ 南初富あゆみ会交流会
1月 8日 ㈫ ふれあいサロン
1月22日 ㈫ 茶話会「新年会」
2月 5日 ㈫ ふれあいサロン
3月 1日 ㈮ ウォーキング
3月 5日 ㈫ ふれあいサロン
3月 7日 ㈭ 富岡むらさき会交流会
3月15日 ㈮ 町組アシスタンスグループ交流会
3月26日 ㈫ 茶話会

中央東地区社協（☎442-5144）
12月 2日 ㈰ 地区ふれあい祭り「クリスマス会」
12月 4日 ㈫ 五本松小学校ふれあい会
12月15日 ㈯ 青少年福祉活動②はがき作り
12月18日 ㈫ 介護予防教室
12月19日 ㈬ サロン「翔友会」
12月25日 ㈫ ミニリハビリ教室
1月 8日 ㈫ ミニリハビリ教室
1月23日 ㈬ サロン「翔友会」
1月23日 ㈬ ボランティア支援活動「シーツ交換」
2月 5日 ㈫ ミニリハビリ教室
2月19日 ㈫ 介護予防教室
2月27日 ㈬ サロン「翔友会」
2月27日 ㈬ ボランティア支援活動「シーツ交換」
3月26日 ㈫ ミニリハビリ教室
3月27日 ㈬ サロン「翔友会」
3月27日 ㈬ ボランティア支援活動「シーツ交換」

北部地区社協（☎442-5142）
12月 1日 ㈯ 健康体操⑥

おせんべい焼き
12月10日 ㈪ サロンあ・さ・か
1月 7日 ㈪ サロンあ・さ・か
1月26日 ㈯ 健康体操⑦
2月 4日 ㈪ サロンあ・さ・か
2月 8日 ㈮ 友愛訪問
2月 9日 ㈯ 健康体操⑧
3月 2日 ㈯ 健康体操⑨
3月 4日 ㈪ サロンあ・さ・か
3月23日 ㈯ 健康体操⑩

南部地区社協（☎442-5143）
12月 7日 ㈮ 防災倉庫の点検
12月19日 ㈬ さわやかライフ体操教室
12月19日 ㈬ 南部いきいきサロン
12月20日 ㈭ 地区リハビリ教室さくら会
1月16日 ㈬ 介護予防教室

1月16日 ㈬ 南部いきいき
サロン

2月 4日 ㈪ 南部芸能交流
大会

2月 7日 ㈭ 子育て支援事業親子セミナー
2月20日 ㈬ さわやかライフ体操教室
2月20日 ㈬ 南部いきいきサロン
2月20日 ㈬ 地区リハビリ教室さくら会
2月 孫の手ボランティア研修
3月 3日 ㈰ 南部公民館まつり
3月 7日 ㈭ 地区リハビリ教室さくら会
3月20日 ㈬ さわやかライフ体操教室
3月20日 ㈬ 南部いきいきサロン

東部地区社協（☎442-5141）
12月 8日 ㈯ 福祉講座（車いす・アイマスク体験）
12月18日 ㈫ ミニリハビリ　ほのぼの会
12月21日 ㈮ ふれあいサロン「すみれ」
1月18日 ㈮ ふれあいサロン「すみれ」

移動児童館

1月29日 ㈫ ミニリハビリ
ほのぼの会

2月15日 ㈮ ふれあいサロン
「すみれ」

2月26日 ㈫ ミニリハビリ　ほのぼの会
3月 8日 ㈮ 移動児童館
3月15日 ㈮ ふれあいサロン「すみれ」
3月19日 ㈫ ミニリハビリ　ほのぼの会

西部地区社協（☎047-389-6061）

12月 6日 ㈭ 健康づくりの会
「わかば」

12月 6日 ㈭ サロン「梨の花」
12月20日 ㈭ 在宅介護者のつどい
1月12日 ㈯ 昔あそびの会
1月31日 ㈭ オレンジ交友会（認知症予防の会）
2月23日 ㈯ 中島一郎先生　体操講習会
3月 7日 ㈭ オレンジ交友会（認知症予防の会）
3月 7日 ㈭ サロン「梨の花」



◇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◇

2020年、千葉県にオリンピック・
� パラリンピックがやってくる！

《大会の概要》

【都市ボランティアの募集について】
　千葉県では、東京 2020 大会に向けて、オール千葉で訪れる
方々をお迎えするため、会場周辺駅や主要駅、空港などで交通
案内や観光案内等の「おもてなし」を行う「都市ボランティア」
の募集を平成 30年 12月 10日まで募集しています。
　大会に係わる多くの人と一丸となって、「東京 2020 大会を
成功させたい」という熱意をお持ちの方、またとない自国での
オリンピック・パラリンピックに関わりたい方、千葉ならでは
の「おもてなし」で、世界中の人々をお迎えしたい方など、関
心のある方は、右記のとおり事務局へお問い合わせ下さい。

〈応募事務局〉
千葉県　環境生活部　県民生活・文化課内
都市ボランティア応募事務局
〒260-8667�千葉市中央区市場町1番1号　☎043-223-4164
E-mail：chibavola2020@pref.chiba.lg.jp
� �（ちばボランティア情報局）
※�応募条件、活動期間・時間、活動エリアなど今後のスケ
ジュールと併せてご確認下さい。

シリーズ 東京 N o .1

正式名称� 東京 2020 オリンピック競技大会
開催期間� 2020 年 7月 24日～ 8月 9日
競 技 数� 33 競技
競技会場� �幕張メッセ（フェンシング・テコンドー・レスリング）
� ＊サーフィン：釣ヶ崎海岸

オリンピック
競技大会

正式名称� 東京 2020 パラリンピック競技大会
開催期間� 2020 年 8月 25日～ 9月 6日
競 技 数� 22 競技
競技会場� �幕張メッセ（ゴールボール・シッティングバレーボール・車いすフェンシン

グ�・パラテコンドー）

パラリンピック
競技大会

お問い
合わせ

本社　鎌ケ谷市北初富 3-8
電話　047-444-1141

株式会社 矢 口 建 設
どんなご要望にも迅速に対応しますどんなご要望にも迅速に対応します
住まいのこと、リフォームのこと住まいのこと、リフォームのこと

メールアドレス info@yaguchi-k.co.jp
フリーダイヤル 0120-56-3341

い  つ  も す 　 み  　よ  　い

　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 31年 3月予定
　（応募締め切りは 12月 28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）

� 平成 30 年 5月 18日～平成 30年 10月 15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

あじさい 福祉のために 22,425 円
セントケア鎌ケ谷有志 福祉のために 2,000 円
鎌ケ谷市ダンススポーツ協会 福祉のために 27,425 円
㈱ヤマシナ商事 福祉のために 207,980 円
家庭倫理の会鎌ケ谷市 福祉のために 20,000 円

寄　付　者 使　　途 金額・品名
小林　朗子 福祉のために タオル�400 枚
大澤　茂 福祉のために プロジェクター機器 1台
山葵の会 福祉のために 6,295 円
昭和セレモニーKioro 鎌ヶ谷 福祉のために 248,487 円

福祉教育の推進
　千葉県における福祉教育の取組みは、昭和 52年度から平
成 18年度までの間、県内の小・中・高等学校延べ 589 校を
福祉教育推進校としてきました。
　平成 19年度からは、推進校間の連携を図ることなどを目
的に、近隣の高等学校を併せた「パッケージ指定方式」とし、
福祉教育をより効果的にすすめてきました。
　また、この取組みに併せて、（福）千葉県社会福祉協議会
では、中学校区指定校が所在する地区社会福祉協議会を福祉
教育推進団体として指定し、学校と地域が連携して地域の実
情に合わせた福祉教育を推進しています。

【パッケージ指定方式】平成 30年度～ 32年度
◦南部地区社会福祉協議会（推進団体）
◦�南部小学校、第 4中学校、鎌ヶ谷西高等学校
　（推進校）

※�指定 1 年目の今年度は、2年目以
降の準備期間として、福祉教育推
進員養成研修への参加や、地域で
福祉教育を推進していくための連
絡会議を実施しながら、取り組み
内容の協議や情報共有を関係者で
すすめています。



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

慌てて外に出るのは危険！
　外は、落下物や転倒物で危険です。
地震の揺れに備え、頭を守り大きな
家具から離れ、テーブルや丈夫な机
などの下に隠れましょう。

防災地豆知識（地震編）

◇被災地でのボランティア活動をする際は、ボランティア保険への加入をお勧めしています◇

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（消印の全体または一部が残るように切ってお持ちください。）

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、「鎌ケ谷こどもだんら
ん食堂」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。

№ 団体名等 内　　容 活動場所 活動日時など 備　　考

1 きんぎょ草の会 ◦�公民館の花壇でお
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 北部公民館 第2・4火曜日
9：30～10：30

現在、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

◦�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

市内

月に2～3回。
不定期ですが、
3か月前には
活動日が確定

調理ボランティアと
配達ボランティアを募集。
配達は、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

総合福祉保健
センター
発達センター

主に平日の午前、
または午後の
2～3時間程度

子育ての経験を活かして
活動できます！

ボランティア募集

ボランティア団体が地域に出向いて講座を開催します
� 申込み・問合せは、ボランティアセンターへ
団体名 内容 その他

手話サークル
「みどりの会」

聴覚障がいについて理解を広げることを目的に、
手話で名前や挨拶・自己紹介・会話を体験します。

5人以上のグループでお申し込み
ください。（人数・時間等要相談）

災害救援
ボランティア
ネットワーク

・�段ボールや新聞紙・ポリ袋を利用して防災グッ
ズを作ります。

・�避難運営ゲームやクロスロードゲームを通し
避難所運営の模擬体験をします。

左記以外にも講座メニューが多
数あります。（要相談）

友愛ボランティア
チャリティーバザーのお礼
　10月 7日（日）第 41回バザー
が開催されました。
　バザー売上金と寄付金は、
875,892 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。

　9月 8日（土）総合福祉保健センターにおいて、災害ボランティアセンター立上げ訓練
を実施しました。災害ボランティアセンターは、災害が発生した際、支援者が被災者支援
を行うために設置されます。災害時に被災地のボランティア活動を円滑に進めるため、社
協・地区社協が中心となり、ボランティア団体などと共にボランティアの受入れや対応に
ついて確認しました。今年度は、ガールスカウト・学生ボランティア・鎌ケ谷西高校・青
年会議所から参加があり、災害ボランティアセンターの設置・運営について理解を深めて
いただきました。
　また、訓練終了後は、災害救援ボランティアによる“心肺蘇生”と“三角巾の使い方”
の実習と非常食試食を行いました。

報告  災害ボランティアセンター立上げ訓練

設営・運営についての講演 オリエンテーション 実習・“三角巾の使い方”

報告   災害ボランティア養成講座
防災ママカフェ in かまがや

～ママが知っていれば、備えていれば、守れる命があります～

協力：子育て支援センター、子育てサポーター、個人ボランティア、かまたん
　　　鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ･そ･ぼ」、災害救援ボランティアネットワーク

　一般社団法人スマートサバイバープロジェクト�かもんまゆさん
を講師に迎え、災害時への不安を持つ若い親を対象の“ママ目線・子
ども目線”での備災講座を開催し、約150名の親子が参加しました。
　参加したママからは、「子どもの命は親次第。実際に避難され

たママの声が多く取り入れられていて、
災害での様子が他人事ではなく自分のこ
とに置き換えながら聞く事ができた。どうにかなる…気持ちだけ
危機意識はあっても、具体的な対策を何もしていなかった。“今
すぐ、帰ったらやらなければ”に変わりました」など、子どもの
命を守るための災害時の対応や備えを学びました。

講師�かもんまゆさん

講演の様子


