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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5階
TEL.047-444-2231
FAX.047-446-4545

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◇

　平成 31年 2月 7日（木）、総合福祉保健センター 6階大会議室にて、地域
福祉活動の振興と社会福祉に寄与された方々へ、敬意と感謝の意を表すること
を目的に「第 21回鎌ケ谷市社会福祉大会」を開催いたしました。
　今大会では、地区社協活動やボランティア活動等を永年続けてこられた皆様
に表彰状を、社会福祉増進の為に多大なる寄付等をいただきました関係者様に
は感謝状を、それぞれ本会徳田会長より贈呈し、その功績をたたえました。
　また、記念講演として、講談師の神田織音氏による講談「財産管理だけでは
ない成年後見制度」などについて講談していただきました。
　福祉関係者をはじめ、たくさんの市民の方々にご参加いただき、盛大に開催
されました。

神田織音氏

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

家族や職場の理解と
協力を得ましょう

ボランティアまめ知識

◇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◇

平成30年度
ボランティアセンター活動報告
　ボランティアセンターでは、障がいのある方や高齢者を対象とした活動や災害時の支援に関
する活動など、福祉に関わるボランティア活動を推進しています。
　ボランティアについての各種相談、活動紹介および情報提供の他、ボランティア育成のた
めの各種講座や体験学習を開催しています。

市民ボランティア体験学習
（前期・後期）

前期：	 	7 月 6日（金）～	 	
7 月 28日（土）	 	
参加者 14名

後期：	 	2 月 1日（金）～	 	
2 月 23日（土）	 	
参加者 18名

協力施設・団体
点訳友の会／麦の会／手話
サークル ｢みどりの会｣ ／ゆ
うゆう四季の会／おもちゃの
図書館 ｢あ ･そ ･ ぼ｣ ／きん
ぎょ草の会／友愛ボランティ
ア／／要約筆記「あいあい」
ケアセンターそよ風

ボランティア入門講座
～ボッチャの講話・体験～
講師：�市原ボッチャクラブ
代表：門脇�倭雄氏
7月 5日（木）
13：30～ 16：00
参加者 60名

・�障がい者に楽しん
でもらえるように考え
られた競技でしょうが、
年寄も大いに楽しめそ
うです。

・�初めて聞きました。楽
しく出来たと思います。
障がい者と関わってい
ますが、とても良いと
思います。鎌ケ谷でも
広がると良いです。

防災ママカフェ
～ママが知っていれば、
備えていれば、守れる命
があります」～

講師：�スマートサバイバープロ
ジェクト特別講師� �
かもんまゆ氏

10月 23日（火）
10：00～ 12：00
参加者 90名

・�意識の低さを感じま
した。自分・家族の今
の状況をまず考えられ
て良かったと思います。
この後すぐ明日にでも
来るかもしれない災害、
家族を守るために自分
が動かねばと思いまし
た。

ボランティア活動
スキルアップ講座
～手にとってもらえる
チラシづくりのコツ～

講師：�アート &デザインタッグ
アートクリエーター� �
田上�剛氏

平成 31年 1月 30日（水）
9：30～ 12：00　
参加者 30名

・�視線誘導（メリハ
リ）、文字の大きさの
バランスなどのお話は
大変参考になりました。

・�チラシづくりのヒント
は、身近なところにも
たくさんあることを知
りました。

東部地区 中央東地区
1  ふれあいサロン「すみれ」
2  地域にお住まいの方
3   毎月第 3 金曜日 13 時 30 分～東部学習センター視

聴覚室で仲間づくりの場として開催。コーヒーやお
茶、お菓子をご用意しています。（参加費 100 円）

1  サロン翔友会
2  中央東地区内にお住まいの方
3   毎月四季折々を感じる内容で皆さんの交流の場を作

り健康体操・お口のケア・移動交番の方々をお呼び
し相談の場所にもなっています。

　   毎月第 4 水曜日 10：00 ～ 12：00
　   参加費：100 ～ 800 円／持ち物：マイカップ

西部地区 南部地区
1  サロン「梨の花」
2  地域にお住まいの方
3   参加費 100 円で軽食（おにぎり・パン）と飲み物、

お菓子が利用でき、脳トレドリルやぬり絵などを楽
しんで頂けます。クリスマス会やゲームなども企画
し開催しています。

1  南部いきいきサロン
2  地域にお住まいの方
3   利用料 100 円で、おかわり自由のコーヒー・紅茶

やお菓子を用意しています。ゲームにチャレンジで
きたり、地域の情報交換の場として、誰もが気軽に
集える場所です。

地区社会福祉協議会 事業紹介（サロン事業）
事業名
対象者
サロン内容

1
2
3

北部地区 中央地区
1  サロンあ・さ・か
2  北部地域にお住まいの方
3   月１回、お茶とおしゃべりが楽しめます。気軽に立

ち寄り顔見知りを増やしてみませんか？スタッフ一
同お待ちしています！

1  ふれあいサロン
2  地域にお住まいの方
3   毎月第 1 火曜日 中央公民館 学習室３にて午前 10

時～午後 3 時まで。利用料 100 円で、コーヒー、
紅茶、緑茶＋お菓子を用意しており、飲み物はおか
わり自由です。昼食の持ち込みも可。お好きな時間
にお越し下さい。
となりに座った方
やスタッフなどと
のおしゃべり、脳
トレドリルやぬり
絵、読書など、地
域の方たちが、気
軽に立ち寄れて自
由に集える場所で
す。

の貸出始めました。ボッチャ お披露目会ボッチャ
　「社協」では、地域福祉推進の活動のひとつとして、
車いすや高齢者疑似体験セットなどの備品貸出を行っ
て い ま す。 こ の た び、
ボッチャボール一式を
購入し、貸出ができる
ようになりましたので、
お知らします。借用を
希望される方は社協に
お問い合わせ下さい。
　利用料金は無料で、
貸出期間は 1 週間です。

　市内の障がい者団体スポーツの日に合わせてボッチャお披露目試合を
行いました。当日はスペシャルゲストとして、かまたんも参加してくれ
ました。ボッチャは重度の脳性麻痺者や同程度の重度障がいが四肢にあ
る人のために者のためにヨーロッパで考案
されたスポーツで、パラリンピックの正式
種目です。ジャックボール（目標球）と呼
ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれの
６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、
他のボールに当てたりして、いかに近づけ
るかを競います。障害の有無に関わらず、
多くの方が楽しめるスポーツです。

感謝状〈寄付関係〉
石神久子、鎌ケ谷市ダンススポーツ協会、ニッ
ポー 株式会社、南初富連合自治会、国際ソロ
プチミスト船橋、株式会社 和楽、株式会社 ヤ
マシナ商事、昭和セレモニー kioro 鎌ケ谷、首
都圏建設産業ユニオン  建設ユニオン千葉支部 
鎌ケ谷分会、  新鮮市場マルエイ南鎌ケ谷店、京
葉読売会

感謝状〈法人会費関係〉
葛山塗装店、鎌ケ谷造園土木 株式会社、学校
法人石神学園 鎌ケ谷ひかり幼稚園、株式会社 
岡田産業、横尾電設 株式会社

（故）小林数夫、島﨑武夫、尾白節子、棟久弘子、
黒木初枝、佐藤マルミ、岡崎育子、福本佳都子、
安齋節子、伊藤寿美子、中村實、丸山由紀子、
梅溪由美子、岸川周子、丸次幸子、田中明子、
小野寺レイ子、細川奈保美、皆川清子、菊池祐
子、石和田久子、高橋周太、佐藤弘、小西惟愛、
工藤知代、高見裕子、森田牧子、池田すい、鶴
岡基子、吉田光雄、吉川敏也、西原操、加納京
子、伊藤勇一、上中範子、河井務、髙橋葵、山
口美幸、中野勲、中根テイ子、齊藤久子、栁貴
代美、竹内美津子、斉藤初江、石田芳雄、大友
圭子、向後由枝、佐々木静江、仲村佐代子、能
村正昭、前田信子、増田多賀子、溝口孝三、森
川孝、湯田サキ子、田中節子、遠藤三男、白尾
三樹、加藤嘉美、小池明子、矢作政子

功労表彰〈個人〉
ひまわりの会
功労表彰〈団体〉
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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

協力施設・団体
コスモスの会／おもちゃの
図書館 ｢あ ･ そ ･ ぼ｣ ／ゆ
うゆう四季の会／手話サー
クル ｢みどりの会」／点訳
友の会／災害救援ボランティ
アネットワーク／リーベン鎌
ケ谷／ケアセンターそよ風

夏休み福祉体験
7月 25日（水）
～8月16日（金）
8コース
参加者 62名

団体名 内容 場所 活動日・時間等 その他の情報

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します

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

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
こども発達センター

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

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（切手は封筒等
からはがさず、できれば消印
を残した状態で切り取ってお
持ちください）

⃝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。

　保険料は天災 A 500 円・天
災 B 710 円となります。平成
31 年度加入手続きは、3 月末
より受付けます。補償期間は 4
月 1 日～翌年 3 月 31 日。中途
加入の場合は、加入手続き完了
後から翌年 3 月 31 日となりま
す。
※ 被災地のボランティアセン

ターでは受付手続きの混乱が
予想されます。また、行き帰
りの往復途上も補償されます
ので、出発地（居住地）での
加入をお勧めします。

自然災害の被災地における
ボランティア活動保険の
加入・更新手続きについて

◇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◇



平成30年度「社協会費」に
ご協力いただいた皆さまをご紹介します（敬称略・順不同） あなたの暮らしを応援します！

日常生活自立支援事業

　生活をしていく上で十分な判断ができない人や体の不自由な人が、地域で安心して生活できるように支援
する福祉サービスです。
◆利用できる方
　○高齢者や障がい者の方で、日常の金銭管理や財産の保全などに不安がある方
　○利用に必要な契約の内容が理解できる方
◆サービス内容

財産保全サービス
大切な財産を金融機関の
貸金庫に保管します。（預
貯金の通帳、保険証書、
不動産権利書、契約書、
実印など）

福祉サービス利用援助
①福祉サービスについての情報提供を受けられます。
②�福祉サービスを利用したり、やめるために必要な
ことを一緒に考えながら手続きをします。

③�福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、苦
情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。

財産管理サービス
①�医療費、税金、公共料金等を支払う
お手伝いをします。

②�あなたの通帳から生活に必要なお金
を払い出してお渡しします。また、
預け入れすることもできます。

◆利用料金（生活保護世帯は無料）
　○年　会　費：3,600 円（月額 300 円）
　○利　用　料：1,000 円（1 時間 30 分未満）以降 30 分毎に 500 円加算
　○財産保全料：年会費 3,000 円（月額 250 円）

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、不要になった制服を必要な方に無償でお
譲りしています。
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確認で
きます。

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）

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！

2 月末までに 211人の方に
381点お譲りしました

ご協力いただきありがとうございました
～赤い羽根募金の70%、歳末たすけあい募金は100%が私達のまちで活かされました～

歳末たすけいあい募金（12月） 総額3,683,885円
戸別募金（45自治会） 3,505,475円
その他（個人・団体） 178,410円

（配分内容） 配分総額3,634,508円
（1）生活困窮者見舞金支給事業 1,340,000円
（2）緊急的生活支援事業 243,842円
（3）福祉ニーズへの支援事業 384,560円
（4）災害関連事業 309,705円
（5）社会福祉施設助成金事業 720,000円
（6）福祉関係団体助成金事業 450,000円
（7）地域・在宅福祉事業 186,401円

平成30年度共同募金運動報告

● 赤い羽根募金は、千葉県内の民間社会福祉施設・福祉団体、
地震や台風などの災害時の支援として配分されました。また
鎌ケ谷市内の各種ボランティア団体・福祉団体・小中学校の
福祉活動への助成、６地区社協活動・すまいる祭りなど地域
福祉の推進に役立てられました。

● 歳末たすけあい募金は、新年を迎えるにあたり支援を必要と
する人たちが鎌ケ谷市内で安心して暮らせるために、また障
がい者団体・小規模作業所などの交流活動や福祉イベントな
どに配分することができました。

赤い羽根募金（10 月 ~11 月） 総額6,667,369円
戸別募金（48自治会） 5,446,142円
学校募金（市内の小・中・高校11校） 128,618円
法人募金（会社・商店等　274件） 920,830円
職域募金 56,913円
その他（各窓口募金箱など） 114,866円

災害義援金は被災地へ（H31.3.6 現在）
⃝平成30年7月豪雨義援金 251,596円（累計）
⃝平成30年北海道胆振奥部地震災害義援金 33,116円（累計）
＊義援金に関するお問い合わせ：中央共同募金（www.akaihane.or.jp）

　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 6月予定
　（応募締め切りは 4月 22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）

企 業 の 皆 様 へ
　鎌ケ谷市福祉作業所　友和園では手づくり品の作業を行って
います。ひとつひとつ心をこめて作った作品を、イベントの参
加賞や記念品等に活用してみてはいかがでしょうか。
メモ帳、ビーズストラップ 各 100 円
1 個から対応できます。
その他の製品もございます。
個数もあわせてご相談ください。
☆お問合せ、注文は友和園まで☆
047-445-7777

 平成 30 年 10 月 30 日～平成 31 年 2 月 19 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

石神　久子 福祉のために 500,000 円
明るい社会づくり鎌ケ谷市推進委員会 福祉のために 35,400 円
建設ユニオン千葉支部鎌ケ谷分会 福祉のために 15,000 円
鎌ケ谷市ダンススポーツ協会 福祉のために 21,700 円
鎌ケ谷手工芸連盟 福祉のために 12,180 円
セントケア鎌ケ谷有志 高齢者の配食活動のために 3,000 円
ベルフラワースクエアーズ 福祉のために 10,000 円
鎌ケ谷市陶芸クラブ 福祉のために 15,000 円
フェリーチェマンドリンクラブ 福祉のために 15,000 円
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

寄　付　者 使　　途 金額・品名
ニッポー㈱ すまいる祭りのために クリスマス菓子400袋
デイサービスセンター和楽 福祉のために 70,000 円
南初富連合自治会 高齢者の配食活動のために 80,000 円
茂野製麺㈱ 高齢者の配食活動のために 年越しそば 100 食
読売サロンコンサート in 鎌ケ谷�京葉読売会 福祉のために 100,000 円
陶芸　風　 福祉のために 12,340 円
千葉建労鎌ケ谷支部 福祉のために 20,000 円
ファイターズOB会 福祉のために 50,000 円
国際ソロプチミスト船橋 福祉のために 50,000 円
松戸青色申告会�鎌ケ谷分室 福祉のために 5,670 円

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！

シリーズ 東京 N o .2

　千葉県では、オリンピック4競技、パラリンピック4競技が開催されます。今月号より、千葉市にある幕張メッ
セで開催されるパラリンピック競技の「ゴールボール」「シッティングバレーボール」「テコンドー」「車いすフェ
ンシング」をシリーズとして、紹介します。
今号は、パラリンピック競技「ゴールボール」の紹介
　この競技は、視覚障がい者を対象にした、屋内で行うチーム競技です。全盲から弱視の選手まで参加できま
すが、公平に競技を行うため、全員アイシェード（目隠し）を着用します。もし試合中、審判の許可なくアイ
シェードに触れると反則となります。
　バレーボールコートと同じ広さ（縦 18 メートル×横 9 メートル）のコートを使い、1 チーム 3 人の 2 チー
ムで対戦する団体競技です。攻撃側は、バスケットボールとほぼ同じ大きさの鈴の入ったゴムボール（1.25
キログラム）を転がし、相手のゴールに入れて得点を競います。守備側は、3 人で協力し、全身でゴール（幅
9 メートル×高さ 1.3 メートル）を守ります。これを交互に繰り返します。
　1 試合は前半、後半各 12 分の計 24 分で行われ、延長戦（前半、後半各 3 分）になった場合は「ゴールデンゴー
ル方式（先にゴールしたチームの勝利）」で行われます。延長戦でも決着がつかなかった場合は、1 対 1 で投
げあうエクストラスローで決着をつけます。
　攻撃側は、ディフェンスしづらいコースを狙ったり、
できるだけ音を消してボールの出所が分からないように
します。守備側はボールの中の鈴の音や相手選手の足音
などにより、ボールが転がってくるコースを瞬間に察知
し、身体を横たえ守備の壁をつくってボールを止めます。
観戦方法
　選手が音を頼りにプレイするため、観客には静かに見
守ることが求められます。レフェリーが、「クワイエッ
トプリーズ！」（Quiet Please）とコールしたら、静か
にしてください！と言う合図です。タイムアウトやハー
フタイムの時には音楽が流れますので、その時には、大
きな声援を送ってください。 （掲載　千葉県）

◇皆さまの会費が地域の福祉を支えています◇ ◇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◇ ◇福祉作業所友和園では、ボランティアを募集しています（手工芸の得意な方等）◇

一般会費（自治会名）

鎌ケ谷第二区連合自治会／道野辺第一区自治会／鎌ケ谷橋自治会／新山町会／馬込沢自治会／道野辺あおば自治会／
鎌ケ谷グリーンハイツ自治会／道野辺第二区自治会／ビレッジハウス鎌ケ谷自治会／鎌ケ谷駅前自治会／中沢自治会
／東中沢地区町会／受所自治会／南初富連合自治会／富岡自治会／北初富連合自治会／粟野自治会／佐津間自治会／
軽井沢自治会／東武鎌ケ谷自治会／鎌ケ谷自治連合会／くぬぎ山連合自治会／光の里自治会／みどり自治会／宿第二
自治会／北初富第一自治会／チサンマンション鎌ケ谷自治会／南初富第二東自治会／椚高台自治会／井草県営住宅自
治会／東鎌ケ谷三丁目自治会／鎌ケ谷ライフタウン自治会／愛路会自治会／日の出自治会／東鎌ケ谷商店街自治会／
若葉会自治会／小春園自治会／中央通り自治会／青葉自治会／あやめ自治会／鎌ケ谷グリーンタウン自治会／旭ヶ丘
自治会／松の木坂自治会／北通り自治会／井草自治会／東鎌ケ谷 1 丁目自治会／椚会自治会／東新田自治会／三井
鎌ケ谷自治会

法人会費（法人名）

東興運㈱／葛山塗装店／㈱暁鉄工所／㈱鎌ヶ谷カントリー倶楽部／㈱斉藤造園土木／㈱中村塗工／㈱丸幸／㈱矢口
建設／鎌ヶ谷自動車学校／鎌ヶ谷市シルバー人材センター／鎌ヶ谷造園土木㈱／㈲川上葬祭部／㈱ケイハイ鎌ケ
谷事業所／小林建材㈱／新和設備㈱／㈱地建工業／東葛食品㈱／ニッポー㈱／初富保健病院／鎌ケ谷ひかり幼稚
園／富士興運㈱／㈲慶山／㈲鈴木産業／㈲鈴木モータース／㈲藤兵衛／㈲百年社／小池建設㈱／木下歯科医院／
大山歯科／五本松歯科／さくら歯科医院／大石内科胃腸科医院／㈲栄産業／お茶 伊勢／ NPO 法人まつひだい ス
ポーツクラブ／㈲岡庭測量事務所／㈱シダーあおぞらの里鎌ケ谷デイサービスセンター／ NPO 法人かまがや地域 
情報の窓／協進交通㈲／ NPO 法人四つ葉のクローバー／佐藤整骨院／貴俵畳店／㈱北総美装／㈲鎌ケ谷紙業軽井沢
事業所／（福）リーベン鎌ケ谷／鎌ケ谷総合病院／ NPO 法人童謡文化を広める会／ NPO 法人鎌ケ谷たんぽぽ ク
ラブ／さつまケンネル／㈱岡田産業／㈱竹江設計事務所／福島建設㈲／㈱ヤマシナ商事／関本工業㈱／㈱幸建社／横
尾電設㈱／千葉トヨペット㈱ 鎌ケ谷店／㈱むげん社（ハロー動物病院）／鎌ヶ谷新田郵便局／鎌ヶ谷駅前郵便局／
鎌ヶ谷中沢郵便局／鎌ヶ谷道野辺郵便局／鎌ヶ谷初富郵便局／鎌ヶ谷中央一郵便局／鎌ヶ谷南初富郵便局／日本郵便
㈱鎌ケ谷郵便局／かのう内科クリニック／（福）コミュニティホーム くぬぎ山／㈲鎌ケ谷電化センター／㈱竹森工
業／㈱カツヨー／㈱佐藤工業／㈱協栄千葉支店／㈲新星興業／㈱和楽／（一社）鎌ケ谷青年会議所／東初富アモール
歯科クリニック／㈱フジケン／㈱柏崎写真／㈱栄光防災／㈱八功コミュニティ建設／ケージーサービス㈱／サンキ建
設工業㈱／ナカノ㈱／オビヤ管工㈱／㈱マルミ建設／那須設計工務㈱／くぬぎ山ファミリークリニック／鎌ケ谷訪問
看護ステーション／（福）もくせい園／㈲渋谷建設／㈱新鎌ヶ谷ケアセンターそよ風／有料老人ホーム「アヴィラー
ジュ新鎌ヶ谷」／㈱ちとりのらんぷ有料老人ホームここあんすの家 ひまり館／ぜんなみ／原沢久遠堂

（特養）慈祐苑／（特養）鎌ケ谷翔裕園／（福）ケアハウス梨花苑／ NPO 法人鎌ケ谷工房／梨の木工房／（福）み
ちる園／鎌ケ谷市医師会／鎌ケ谷ロータリークラブ／鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会／鎌ケ谷地区保護司会／鎌ケ
谷市身体障がい者福祉会／聴覚障害者福祉会／ NPO 法人鎌ケ谷市手をつなぐ親の会／鎌ケ谷市遺族会／鎌ケ谷市老
人クラブ連合会／鎌ケ谷市子ども会育成会連絡協議会／鎌ケ谷市更生保護女性会／鎌ケ谷市ボランティア連絡協議会
／鎌ケ谷市友愛ボランティア／鎌ケ谷点訳友の会／鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」／鎌ケ谷市手話サークル「みどりの会」
／鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」／「ふみの会」／鎌ケ谷ボランティアサークルたんぽぽ／鎌ケ谷市赤十字
奉仕団／明るい社会づくり鎌ケ谷推進委員会／東葛鎌ケ谷福祉会 ／鎌ケ谷市レクリエーション協会／シニア・ピア・
なごみ／駅前つくも会／「東第一区在宅福祉援護グループ竹のこ会」／東武援護グループ（こだま）／南初富東あゆ
み会／道野辺つくも会／「すずらんの会」／馬込沢ボランティア／愛国・受所つくも会／グリーンハイツ憩の庭／き
きょう明日花会／「ゆうゆう四季の会」／ひまわりの会／鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク ／鎌ケ谷車い
す点検整備ボランティアの会／鎌ケ谷市精神障害者家族会 心の健康を支えあうききょうの会／ NPO 法人千葉県中
途失聴者難聴者協会 東葛北事務所鎌ケ谷地区／ NPO 法人ニッポン ･ アクティブライフ ･ クラブ東葛拠点「ありの
みの会」／中央地区民生委員児童委員協議会／中央東地区民生委員児童委員協議会／東部地区民生委員児童委員協議
会／南部地区民生委員児童委員協議会／西部地区民生委員児童委員協議会／北部地区民生委員児童委員協議会

施設・団体会費（施設・団体名）

皆さまからの会費は、「地域福祉」の
推進のために今年も使わせていただきました。

ご協力いただきありがとうございました

内　訳（平成31年3月6日現在） 金　　額
一般会費（福祉事業にご賛同いただけた世帯49自治会） 9,412,903�

施設・団体会費（福祉施設・団体等�53件） 289,000�

法人会費（企業・商店等�102件） 517,000�

平成 30 年度社協会費 総合計 10,218,903 
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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5階
TEL.047-444-2231
FAX.047-446-4545

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◇

　平成 31年 2月 7日（木）、総合福祉保健センター 6階大会議室にて、地域
福祉活動の振興と社会福祉に寄与された方々へ、敬意と感謝の意を表すること
を目的に「第 21回鎌ケ谷市社会福祉大会」を開催いたしました。
　今大会では、地区社協活動やボランティア活動等を永年続けてこられた皆様
に表彰状を、社会福祉増進の為に多大なる寄付等をいただきました関係者様に
は感謝状を、それぞれ本会徳田会長より贈呈し、その功績をたたえました。
　また、記念講演として、講談師の神田織音氏による講談「財産管理だけでは
ない成年後見制度」などについて講談していただきました。
　福祉関係者をはじめ、たくさんの市民の方々にご参加いただき、盛大に開催
されました。

神田織音氏

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

家族や職場の理解と
協力を得ましょう

ボランティアまめ知識

◇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◇

平成30年度
ボランティアセンター活動報告
　ボランティアセンターでは、障がいのある方や高齢者を対象とした活動や災害時の支援に関
する活動など、福祉に関わるボランティア活動を推進しています。
　ボランティアについての各種相談、活動紹介および情報提供の他、ボランティア育成のた
めの各種講座や体験学習を開催しています。

市民ボランティア体験学習
（前期・後期）

前期：	 	7 月 6日（金）～	 	
7 月 28日（土）	 	
参加者 14名

後期：	 	2 月 1日（金）～	 	
2 月 23日（土）	 	
参加者 18名

協力施設・団体
点訳友の会／麦の会／手話
サークル ｢みどりの会｣ ／ゆ
うゆう四季の会／おもちゃの
図書館 ｢あ ･そ ･ ぼ｣ ／きん
ぎょ草の会／友愛ボランティ
ア／／要約筆記「あいあい」
ケアセンターそよ風

ボランティア入門講座
～ボッチャの講話・体験～
講師：�市原ボッチャクラブ
代表：門脇�倭雄氏
7月 5日（木）
13：30～ 16：00
参加者 60名

・�障がい者に楽しん
でもらえるように考え
られた競技でしょうが、
年寄も大いに楽しめそ
うです。

・�初めて聞きました。楽
しく出来たと思います。
障がい者と関わってい
ますが、とても良いと
思います。鎌ケ谷でも
広がると良いです。

防災ママカフェ
～ママが知っていれば、
備えていれば、守れる命
があります」～

講師：�スマートサバイバープロ
ジェクト特別講師� �
かもんまゆ氏

10月 23日（火）
10：00～ 12：00
参加者 90名

・�意識の低さを感じま
した。自分・家族の今
の状況をまず考えられ
て良かったと思います。
この後すぐ明日にでも
来るかもしれない災害、
家族を守るために自分
が動かねばと思いまし
た。

ボランティア活動
スキルアップ講座
～手にとってもらえる
チラシづくりのコツ～

講師：�アート &デザインタッグ
アートクリエーター� �
田上�剛氏

平成 31年 1月 30日（水）
9：30～ 12：00　
参加者 30名

・�視線誘導（メリハ
リ）、文字の大きさの
バランスなどのお話は
大変参考になりました。

・�チラシづくりのヒント
は、身近なところにも
たくさんあることを知
りました。

東部地区 中央東地区
1  ふれあいサロン「すみれ」
2  地域にお住まいの方
3   毎月第 3 金曜日 13 時 30 分～東部学習センター視

聴覚室で仲間づくりの場として開催。コーヒーやお
茶、お菓子をご用意しています。（参加費 100 円）

1  サロン翔友会
2  中央東地区内にお住まいの方
3   毎月四季折々を感じる内容で皆さんの交流の場を作

り健康体操・お口のケア・移動交番の方々をお呼び
し相談の場所にもなっています。

　   毎月第 4 水曜日 10：00 ～ 12：00
　   参加費：100 ～ 800 円／持ち物：マイカップ

西部地区 南部地区
1  サロン「梨の花」
2  地域にお住まいの方
3   参加費 100 円で軽食（おにぎり・パン）と飲み物、

お菓子が利用でき、脳トレドリルやぬり絵などを楽
しんで頂けます。クリスマス会やゲームなども企画
し開催しています。

1  南部いきいきサロン
2  地域にお住まいの方
3   利用料 100 円で、おかわり自由のコーヒー・紅茶

やお菓子を用意しています。ゲームにチャレンジで
きたり、地域の情報交換の場として、誰もが気軽に
集える場所です。

地区社会福祉協議会 事業紹介（サロン事業）
事業名
対象者
サロン内容

1
2
3

北部地区 中央地区
1  サロンあ・さ・か
2  北部地域にお住まいの方
3   月１回、お茶とおしゃべりが楽しめます。気軽に立

ち寄り顔見知りを増やしてみませんか？スタッフ一
同お待ちしています！

1  ふれあいサロン
2  地域にお住まいの方
3   毎月第 1 火曜日 中央公民館 学習室３にて午前 10

時～午後 3 時まで。利用料 100 円で、コーヒー、
紅茶、緑茶＋お菓子を用意しており、飲み物はおか
わり自由です。昼食の持ち込みも可。お好きな時間
にお越し下さい。
となりに座った方
やスタッフなどと
のおしゃべり、脳
トレドリルやぬり
絵、読書など、地
域の方たちが、気
軽に立ち寄れて自
由に集える場所で
す。

の貸出始めました。ボッチャ お披露目会ボッチャ
　「社協」では、地域福祉推進の活動のひとつとして、
車いすや高齢者疑似体験セットなどの備品貸出を行っ
て い ま す。 こ の た び、
ボッチャボール一式を
購入し、貸出ができる
ようになりましたので、
お知らします。借用を
希望される方は社協に
お問い合わせ下さい。
　利用料金は無料で、
貸出期間は 1 週間です。

　市内の障がい者団体スポーツの日に合わせてボッチャお披露目試合を
行いました。当日はスペシャルゲストとして、かまたんも参加してくれ
ました。ボッチャは重度の脳性麻痺者や同程度の重度障がいが四肢にあ
る人のために者のためにヨーロッパで考案
されたスポーツで、パラリンピックの正式
種目です。ジャックボール（目標球）と呼
ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれの
６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、
他のボールに当てたりして、いかに近づけ
るかを競います。障害の有無に関わらず、
多くの方が楽しめるスポーツです。

感謝状〈寄付関係〉
石神久子、鎌ケ谷市ダンススポーツ協会、ニッ
ポー 株式会社、南初富連合自治会、国際ソロ
プチミスト船橋、株式会社 和楽、株式会社 ヤ
マシナ商事、昭和セレモニー kioro 鎌ケ谷、首
都圏建設産業ユニオン  建設ユニオン千葉支部 
鎌ケ谷分会、  新鮮市場マルエイ南鎌ケ谷店、京
葉読売会

感謝状〈法人会費関係〉
葛山塗装店、鎌ケ谷造園土木 株式会社、学校
法人石神学園 鎌ケ谷ひかり幼稚園、株式会社 
岡田産業、横尾電設 株式会社

（故）小林数夫、島﨑武夫、尾白節子、棟久弘子、
黒木初枝、佐藤マルミ、岡崎育子、福本佳都子、
安齋節子、伊藤寿美子、中村實、丸山由紀子、
梅溪由美子、岸川周子、丸次幸子、田中明子、
小野寺レイ子、細川奈保美、皆川清子、菊池祐
子、石和田久子、高橋周太、佐藤弘、小西惟愛、
工藤知代、高見裕子、森田牧子、池田すい、鶴
岡基子、吉田光雄、吉川敏也、西原操、加納京
子、伊藤勇一、上中範子、河井務、髙橋葵、山
口美幸、中野勲、中根テイ子、齊藤久子、栁貴
代美、竹内美津子、斉藤初江、石田芳雄、大友
圭子、向後由枝、佐々木静江、仲村佐代子、能
村正昭、前田信子、増田多賀子、溝口孝三、森
川孝、湯田サキ子、田中節子、遠藤三男、白尾
三樹、加藤嘉美、小池明子、矢作政子

功労表彰〈個人〉
ひまわりの会
功労表彰〈団体〉
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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

協力施設・団体
コスモスの会／おもちゃの
図書館 ｢あ ･ そ ･ ぼ｣ ／ゆ
うゆう四季の会／手話サー
クル ｢みどりの会」／点訳
友の会／災害救援ボランティ
アネットワーク／リーベン鎌
ケ谷／ケアセンターそよ風

夏休み福祉体験
7月 25日（水）
～8月16日（金）
8コース
参加者 62名

団体名 内容 場所 活動日・時間等 その他の情報

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します

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

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
こども発達センター

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

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（切手は封筒等
からはがさず、できれば消印
を残した状態で切り取ってお
持ちください）

⃝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。

　保険料は天災 A 500 円・天
災 B 710 円となります。平成
31 年度加入手続きは、3 月末
より受付けます。補償期間は 4
月 1 日～翌年 3 月 31 日。中途
加入の場合は、加入手続き完了
後から翌年 3 月 31 日となりま
す。
※ 被災地のボランティアセン

ターでは受付手続きの混乱が
予想されます。また、行き帰
りの往復途上も補償されます
ので、出発地（居住地）での
加入をお勧めします。

自然災害の被災地における
ボランティア活動保険の
加入・更新手続きについて

◇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◇



平成30年度「社協会費」に
ご協力いただいた皆さまをご紹介します（敬称略・順不同） あなたの暮らしを応援します！

日常生活自立支援事業

　生活をしていく上で十分な判断ができない人や体の不自由な人が、地域で安心して生活できるように支援
する福祉サービスです。
◆利用できる方
　○高齢者や障がい者の方で、日常の金銭管理や財産の保全などに不安がある方
　○利用に必要な契約の内容が理解できる方
◆サービス内容

財産保全サービス
大切な財産を金融機関の
貸金庫に保管します。（預
貯金の通帳、保険証書、
不動産権利書、契約書、
実印など）

福祉サービス利用援助
①福祉サービスについての情報提供を受けられます。
②�福祉サービスを利用したり、やめるために必要な
ことを一緒に考えながら手続きをします。
③�福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、苦
情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。

財産管理サービス
①�医療費、税金、公共料金等を支払う
お手伝いをします。

②�あなたの通帳から生活に必要なお金
を払い出してお渡しします。また、
預け入れすることもできます。

◆利用料金（生活保護世帯は無料）
　○年　会　費：3,600 円（月額 300 円）
　○利　用　料：1,000 円（1 時間 30 分未満）以降 30 分毎に 500 円加算
　○財産保全料：年会費 3,000 円（月額 250 円）

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、不要になった制服を必要な方に無償でお
譲りしています。
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確認で
きます。

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）

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！

2 月末までに 211人の方に
381点お譲りしました

ご協力いただきありがとうございました
～赤い羽根募金の70%、歳末たすけあい募金は100%が私達のまちで活かされました～

歳末たすけいあい募金（12月） 総額3,683,885円
戸別募金（45自治会） 3,505,475円
その他（個人・団体） 178,410円

（配分内容） 配分総額3,634,508円
（1）生活困窮者見舞金支給事業 1,340,000円
（2）緊急的生活支援事業 243,842円
（3）福祉ニーズへの支援事業 384,560円
（4）災害関連事業 309,705円
（5）社会福祉施設助成金事業 720,000円
（6）福祉関係団体助成金事業 450,000円
（7）地域・在宅福祉事業 186,401円

平成30年度共同募金運動報告

● 赤い羽根募金は、千葉県内の民間社会福祉施設・福祉団体、
地震や台風などの災害時の支援として配分されました。また
鎌ケ谷市内の各種ボランティア団体・福祉団体・小中学校の
福祉活動への助成、６地区社協活動・すまいる祭りなど地域
福祉の推進に役立てられました。

● 歳末たすけあい募金は、新年を迎えるにあたり支援を必要と
する人たちが鎌ケ谷市内で安心して暮らせるために、また障
がい者団体・小規模作業所などの交流活動や福祉イベントな
どに配分することができました。

赤い羽根募金（10 月 ~11 月） 総額6,667,369円
戸別募金（48自治会） 5,446,142円
学校募金（市内の小・中・高校11校） 128,618円
法人募金（会社・商店等　274件） 920,830円
職域募金 56,913円
その他（各窓口募金箱など） 114,866円

災害義援金は被災地へ（H31.3.6 現在）
⃝平成30年7月豪雨義援金 251,596円（累計）
⃝平成30年北海道胆振奥部地震災害義援金 33,116円（累計）
＊義援金に関するお問い合わせ：中央共同募金（www.akaihane.or.jp）

　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 6月予定
　（応募締め切りは 4月 22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）

企 業 の 皆 様 へ
　鎌ケ谷市福祉作業所　友和園では手づくり品の作業を行って
います。ひとつひとつ心をこめて作った作品を、イベントの参
加賞や記念品等に活用してみてはいかがでしょうか。
メモ帳、ビーズストラップ 各 100 円
1 個から対応できます。
その他の製品もございます。
個数もあわせてご相談ください。
☆お問合せ、注文は友和園まで☆
047-445-7777

 平成 30 年 10 月 30 日～平成 31 年 2 月 19 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

石神　久子 福祉のために 500,000 円
明るい社会づくり鎌ケ谷市推進委員会 福祉のために 35,400 円
建設ユニオン千葉支部鎌ケ谷分会 福祉のために 15,000 円
鎌ケ谷市ダンススポーツ協会 福祉のために 21,700 円
鎌ケ谷手工芸連盟 福祉のために 12,180 円
セントケア鎌ケ谷有志 高齢者の配食活動のために 3,000 円
ベルフラワースクエアーズ 福祉のために 10,000 円
鎌ケ谷市陶芸クラブ 福祉のために 15,000 円
フェリーチェマンドリンクラブ 福祉のために 15,000 円
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

寄　付　者 使　　途 金額・品名
ニッポー㈱ すまいる祭りのために クリスマス菓子400袋
デイサービスセンター和楽 福祉のために 70,000 円
南初富連合自治会 高齢者の配食活動のために 80,000 円
茂野製麺㈱ 高齢者の配食活動のために 年越しそば 100 食
読売サロンコンサート in 鎌ケ谷�京葉読売会 福祉のために 100,000 円
陶芸　風　 福祉のために 12,340 円
千葉建労鎌ケ谷支部 福祉のために 20,000 円
ファイターズOB会 福祉のために 50,000 円
国際ソロプチミスト船橋 福祉のために 50,000 円
松戸青色申告会�鎌ケ谷分室 福祉のために 5,670 円

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！

シリーズ 東京 N o .2

　千葉県では、オリンピック4競技、パラリンピック4競技が開催されます。今月号より、千葉市にある幕張メッ
セで開催されるパラリンピック競技の「ゴールボール」「シッティングバレーボール」「テコンドー」「車いすフェ
ンシング」をシリーズとして、紹介します。
今号は、パラリンピック競技「ゴールボール」の紹介
　この競技は、視覚障がい者を対象にした、屋内で行うチーム競技です。全盲から弱視の選手まで参加できま
すが、公平に競技を行うため、全員アイシェード（目隠し）を着用します。もし試合中、審判の許可なくアイ
シェードに触れると反則となります。
　バレーボールコートと同じ広さ（縦 18 メートル×横 9 メートル）のコートを使い、1 チーム 3 人の 2 チー
ムで対戦する団体競技です。攻撃側は、バスケットボールとほぼ同じ大きさの鈴の入ったゴムボール（1.25
キログラム）を転がし、相手のゴールに入れて得点を競います。守備側は、3 人で協力し、全身でゴール（幅
9 メートル×高さ 1.3 メートル）を守ります。これを交互に繰り返します。
　1 試合は前半、後半各 12 分の計 24 分で行われ、延長戦（前半、後半各 3 分）になった場合は「ゴールデンゴー
ル方式（先にゴールしたチームの勝利）」で行われます。延長戦でも決着がつかなかった場合は、1 対 1 で投
げあうエクストラスローで決着をつけます。
　攻撃側は、ディフェンスしづらいコースを狙ったり、
できるだけ音を消してボールの出所が分からないように
します。守備側はボールの中の鈴の音や相手選手の足音
などにより、ボールが転がってくるコースを瞬間に察知
し、身体を横たえ守備の壁をつくってボールを止めます。
観戦方法
　選手が音を頼りにプレイするため、観客には静かに見
守ることが求められます。レフェリーが、「クワイエッ
トプリーズ！」（Quiet Please）とコールしたら、静か
にしてください！と言う合図です。タイムアウトやハー
フタイムの時には音楽が流れますので、その時には、大
きな声援を送ってください。 （掲載　千葉県）

◇皆さまの会費が地域の福祉を支えています◇ ◇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◇ ◇福祉作業所友和園では、ボランティアを募集しています（手工芸の得意な方等）◇

一般会費（自治会名）

鎌ケ谷第二区連合自治会／道野辺第一区自治会／鎌ケ谷橋自治会／新山町会／馬込沢自治会／道野辺あおば自治会／
鎌ケ谷グリーンハイツ自治会／道野辺第二区自治会／ビレッジハウス鎌ケ谷自治会／鎌ケ谷駅前自治会／中沢自治会
／東中沢地区町会／受所自治会／南初富連合自治会／富岡自治会／北初富連合自治会／粟野自治会／佐津間自治会／
軽井沢自治会／東武鎌ケ谷自治会／鎌ケ谷自治連合会／くぬぎ山連合自治会／光の里自治会／みどり自治会／宿第二
自治会／北初富第一自治会／チサンマンション鎌ケ谷自治会／南初富第二東自治会／椚高台自治会／井草県営住宅自
治会／東鎌ケ谷三丁目自治会／鎌ケ谷ライフタウン自治会／愛路会自治会／日の出自治会／東鎌ケ谷商店街自治会／
若葉会自治会／小春園自治会／中央通り自治会／青葉自治会／あやめ自治会／鎌ケ谷グリーンタウン自治会／旭ヶ丘
自治会／松の木坂自治会／北通り自治会／井草自治会／東鎌ケ谷 1 丁目自治会／椚会自治会／東新田自治会／三井
鎌ケ谷自治会

法人会費（法人名）

東興運㈱／葛山塗装店／㈱暁鉄工所／㈱鎌ヶ谷カントリー倶楽部／㈱斉藤造園土木／㈱中村塗工／㈱丸幸／㈱矢口
建設／鎌ヶ谷自動車学校／鎌ヶ谷市シルバー人材センター／鎌ヶ谷造園土木㈱／㈲川上葬祭部／㈱ケイハイ鎌ケ
谷事業所／小林建材㈱／新和設備㈱／㈱地建工業／東葛食品㈱／ニッポー㈱／初富保健病院／鎌ケ谷ひかり幼稚
園／富士興運㈱／㈲慶山／㈲鈴木産業／㈲鈴木モータース／㈲藤兵衛／㈲百年社／小池建設㈱／木下歯科医院／
大山歯科／五本松歯科／さくら歯科医院／大石内科胃腸科医院／㈲栄産業／お茶 伊勢／ NPO 法人まつひだい ス
ポーツクラブ／㈲岡庭測量事務所／㈱シダーあおぞらの里鎌ケ谷デイサービスセンター／ NPO 法人かまがや地域 
情報の窓／協進交通㈲／ NPO 法人四つ葉のクローバー／佐藤整骨院／貴俵畳店／㈱北総美装／㈲鎌ケ谷紙業軽井沢
事業所／（福）リーベン鎌ケ谷／鎌ケ谷総合病院／ NPO 法人童謡文化を広める会／ NPO 法人鎌ケ谷たんぽぽ ク
ラブ／さつまケンネル／㈱岡田産業／㈱竹江設計事務所／福島建設㈲／㈱ヤマシナ商事／関本工業㈱／㈱幸建社／横
尾電設㈱／千葉トヨペット㈱ 鎌ケ谷店／㈱むげん社（ハロー動物病院）／鎌ヶ谷新田郵便局／鎌ヶ谷駅前郵便局／
鎌ヶ谷中沢郵便局／鎌ヶ谷道野辺郵便局／鎌ヶ谷初富郵便局／鎌ヶ谷中央一郵便局／鎌ヶ谷南初富郵便局／日本郵便
㈱鎌ケ谷郵便局／かのう内科クリニック／（福）コミュニティホーム くぬぎ山／㈲鎌ケ谷電化センター／㈱竹森工
業／㈱カツヨー／㈱佐藤工業／㈱協栄千葉支店／㈲新星興業／㈱和楽／（一社）鎌ケ谷青年会議所／東初富アモール
歯科クリニック／㈱フジケン／㈱柏崎写真／㈱栄光防災／㈱八功コミュニティ建設／ケージーサービス㈱／サンキ建
設工業㈱／ナカノ㈱／オビヤ管工㈱／㈱マルミ建設／那須設計工務㈱／くぬぎ山ファミリークリニック／鎌ケ谷訪問
看護ステーション／（福）もくせい園／㈲渋谷建設／㈱新鎌ヶ谷ケアセンターそよ風／有料老人ホーム「アヴィラー
ジュ新鎌ヶ谷」／㈱ちとりのらんぷ有料老人ホームここあんすの家 ひまり館／ぜんなみ／原沢久遠堂

（特養）慈祐苑／（特養）鎌ケ谷翔裕園／（福）ケアハウス梨花苑／ NPO 法人鎌ケ谷工房／梨の木工房／（福）み
ちる園／鎌ケ谷市医師会／鎌ケ谷ロータリークラブ／鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会／鎌ケ谷地区保護司会／鎌ケ
谷市身体障がい者福祉会／聴覚障害者福祉会／ NPO 法人鎌ケ谷市手をつなぐ親の会／鎌ケ谷市遺族会／鎌ケ谷市老
人クラブ連合会／鎌ケ谷市子ども会育成会連絡協議会／鎌ケ谷市更生保護女性会／鎌ケ谷市ボランティア連絡協議会
／鎌ケ谷市友愛ボランティア／鎌ケ谷点訳友の会／鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」／鎌ケ谷市手話サークル「みどりの会」
／鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」／「ふみの会」／鎌ケ谷ボランティアサークルたんぽぽ／鎌ケ谷市赤十字
奉仕団／明るい社会づくり鎌ケ谷推進委員会／東葛鎌ケ谷福祉会 ／鎌ケ谷市レクリエーション協会／シニア・ピア・
なごみ／駅前つくも会／「東第一区在宅福祉援護グループ竹のこ会」／東武援護グループ（こだま）／南初富東あゆ
み会／道野辺つくも会／「すずらんの会」／馬込沢ボランティア／愛国・受所つくも会／グリーンハイツ憩の庭／き
きょう明日花会／「ゆうゆう四季の会」／ひまわりの会／鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク ／鎌ケ谷車い
す点検整備ボランティアの会／鎌ケ谷市精神障害者家族会 心の健康を支えあうききょうの会／ NPO 法人千葉県中
途失聴者難聴者協会 東葛北事務所鎌ケ谷地区／ NPO 法人ニッポン ･ アクティブライフ ･ クラブ東葛拠点「ありの
みの会」／中央地区民生委員児童委員協議会／中央東地区民生委員児童委員協議会／東部地区民生委員児童委員協議
会／南部地区民生委員児童委員協議会／西部地区民生委員児童委員協議会／北部地区民生委員児童委員協議会

施設・団体会費（施設・団体名）

皆さまからの会費は、「地域福祉」の
推進のために今年も使わせていただきました。

ご協力いただきありがとうございました

内　訳（平成31年3月6日現在） 金　　額
一般会費（福祉事業にご賛同いただけた世帯49自治会） 9,412,903�

施設・団体会費（福祉施設・団体等�53件） 289,000�

法人会費（企業・商店等�102件） 517,000�

平成 30 年度社協会費 総合計 10,218,903 



平成30年度「社協会費」に
ご協力いただいた皆さまをご紹介します（敬称略・順不同） あなたの暮らしを応援します！

日常生活自立支援事業

　生活をしていく上で十分な判断ができない人や体の不自由な人が、地域で安心して生活できるように支援
する福祉サービスです。
◆利用できる方
　○高齢者や障がい者の方で、日常の金銭管理や財産の保全などに不安がある方
　○利用に必要な契約の内容が理解できる方
◆サービス内容

財産保全サービス
大切な財産を金融機関の
貸金庫に保管します。（預
貯金の通帳、保険証書、
不動産権利書、契約書、
実印など）

福祉サービス利用援助
①福祉サービスについての情報提供を受けられます。
②�福祉サービスを利用したり、やめるために必要な
ことを一緒に考えながら手続きをします。

③�福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、苦
情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。

財産管理サービス
①�医療費、税金、公共料金等を支払う
お手伝いをします。

②�あなたの通帳から生活に必要なお金
を払い出してお渡しします。また、
預け入れすることもできます。

◆利用料金（生活保護世帯は無料）
　○年　会　費：3,600 円（月額 300 円）
　○利　用　料：1,000 円（1 時間 30 分未満）以降 30 分毎に 500 円加算
　○財産保全料：年会費 3,000 円（月額 250 円）

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、不要になった制服を必要な方に無償でお
譲りしています。
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確認で
きます。

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）

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！

2 月末までに 211人の方に
381点お譲りしました

ご協力いただきありがとうございました
～赤い羽根募金の70%、歳末たすけあい募金は100%が私達のまちで活かされました～

歳末たすけいあい募金（12月） 総額3,683,885円
戸別募金（45自治会） 3,505,475円
その他（個人・団体） 178,410円

（配分内容） 配分総額3,634,508円
（1）生活困窮者見舞金支給事業 1,340,000円
（2）緊急的生活支援事業 243,842円
（3）福祉ニーズへの支援事業 384,560円
（4）災害関連事業 309,705円
（5）社会福祉施設助成金事業 720,000円
（6）福祉関係団体助成金事業 450,000円
（7）地域・在宅福祉事業 186,401円

平成30年度共同募金運動報告

● 赤い羽根募金は、千葉県内の民間社会福祉施設・福祉団体、
地震や台風などの災害時の支援として配分されました。また
鎌ケ谷市内の各種ボランティア団体・福祉団体・小中学校の
福祉活動への助成、６地区社協活動・すまいる祭りなど地域
福祉の推進に役立てられました。

● 歳末たすけあい募金は、新年を迎えるにあたり支援を必要と
する人たちが鎌ケ谷市内で安心して暮らせるために、また障
がい者団体・小規模作業所などの交流活動や福祉イベントな
どに配分することができました。

赤い羽根募金（10 月 ~11 月） 総額6,667,369円
戸別募金（48自治会） 5,446,142円
学校募金（市内の小・中・高校11校） 128,618円
法人募金（会社・商店等　274件） 920,830円
職域募金 56,913円
その他（各窓口募金箱など） 114,866円

災害義援金は被災地へ（H31.3.6 現在）
⃝平成30年7月豪雨義援金 251,596円（累計）
⃝平成30年北海道胆振奥部地震災害義援金 33,116円（累計）
＊義援金に関するお問い合わせ：中央共同募金（www.akaihane.or.jp）

　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 6月予定
　（応募締め切りは 4月 22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）

企 業 の 皆 様 へ
　鎌ケ谷市福祉作業所　友和園では手づくり品の作業を行って
います。ひとつひとつ心をこめて作った作品を、イベントの参
加賞や記念品等に活用してみてはいかがでしょうか。
メモ帳、ビーズストラップ 各 100 円
1 個から対応できます。
その他の製品もございます。
個数もあわせてご相談ください。
☆お問合せ、注文は友和園まで☆
047-445-7777

 平成 30 年 10 月 30 日～平成 31 年 2 月 19 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

石神　久子 福祉のために 500,000 円
明るい社会づくり鎌ケ谷市推進委員会 福祉のために 35,400 円
建設ユニオン千葉支部鎌ケ谷分会 福祉のために 15,000 円
鎌ケ谷市ダンススポーツ協会 福祉のために 21,700 円
鎌ケ谷手工芸連盟 福祉のために 12,180 円
セントケア鎌ケ谷有志 高齢者の配食活動のために 3,000 円
ベルフラワースクエアーズ 福祉のために 10,000 円
鎌ケ谷市陶芸クラブ 福祉のために 15,000 円
フェリーチェマンドリンクラブ 福祉のために 15,000 円
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

寄　付　者 使　　途 金額・品名
ニッポー㈱ すまいる祭りのために クリスマス菓子400袋
デイサービスセンター和楽 福祉のために 70,000 円
南初富連合自治会 高齢者の配食活動のために 80,000 円
茂野製麺㈱ 高齢者の配食活動のために 年越しそば 100 食
読売サロンコンサート in 鎌ケ谷�京葉読売会 福祉のために 100,000 円
陶芸　風　 福祉のために 12,340 円
千葉建労鎌ケ谷支部 福祉のために 20,000 円
ファイターズOB会 福祉のために 50,000 円
国際ソロプチミスト船橋 福祉のために 50,000 円
松戸青色申告会�鎌ケ谷分室 福祉のために 5,670 円

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！

シリーズ 東京 N o .2

　千葉県では、オリンピック4競技、パラリンピック4競技が開催されます。今月号より、千葉市にある幕張メッ
セで開催されるパラリンピック競技の「ゴールボール」「シッティングバレーボール」「テコンドー」「車いすフェ
ンシング」をシリーズとして、紹介します。
今号は、パラリンピック競技「ゴールボール」の紹介
　この競技は、視覚障がい者を対象にした、屋内で行うチーム競技です。全盲から弱視の選手まで参加できま
すが、公平に競技を行うため、全員アイシェード（目隠し）を着用します。もし試合中、審判の許可なくアイ
シェードに触れると反則となります。
　バレーボールコートと同じ広さ（縦 18 メートル×横 9 メートル）のコートを使い、1 チーム 3 人の 2 チー
ムで対戦する団体競技です。攻撃側は、バスケットボールとほぼ同じ大きさの鈴の入ったゴムボール（1.25
キログラム）を転がし、相手のゴールに入れて得点を競います。守備側は、3 人で協力し、全身でゴール（幅
9 メートル×高さ 1.3 メートル）を守ります。これを交互に繰り返します。
　1 試合は前半、後半各 12 分の計 24 分で行われ、延長戦（前半、後半各 3 分）になった場合は「ゴールデンゴー
ル方式（先にゴールしたチームの勝利）」で行われます。延長戦でも決着がつかなかった場合は、1 対 1 で投
げあうエクストラスローで決着をつけます。
　攻撃側は、ディフェンスしづらいコースを狙ったり、
できるだけ音を消してボールの出所が分からないように
します。守備側はボールの中の鈴の音や相手選手の足音
などにより、ボールが転がってくるコースを瞬間に察知
し、身体を横たえ守備の壁をつくってボールを止めます。
観戦方法
　選手が音を頼りにプレイするため、観客には静かに見
守ることが求められます。レフェリーが、「クワイエッ
トプリーズ！」（Quiet Please）とコールしたら、静か
にしてください！と言う合図です。タイムアウトやハー
フタイムの時には音楽が流れますので、その時には、大
きな声援を送ってください。 （掲載　千葉県）

◇皆さまの会費が地域の福祉を支えています◇ ◇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◇ ◇福祉作業所友和園では、ボランティアを募集しています（手工芸の得意な方等）◇

一般会費（自治会名）

鎌ケ谷第二区連合自治会／道野辺第一区自治会／鎌ケ谷橋自治会／新山町会／馬込沢自治会／道野辺あおば自治会／
鎌ケ谷グリーンハイツ自治会／道野辺第二区自治会／ビレッジハウス鎌ケ谷自治会／鎌ケ谷駅前自治会／中沢自治会
／東中沢地区町会／受所自治会／南初富連合自治会／富岡自治会／北初富連合自治会／粟野自治会／佐津間自治会／
軽井沢自治会／東武鎌ケ谷自治会／鎌ケ谷自治連合会／くぬぎ山連合自治会／光の里自治会／みどり自治会／宿第二
自治会／北初富第一自治会／チサンマンション鎌ケ谷自治会／南初富第二東自治会／椚高台自治会／井草県営住宅自
治会／東鎌ケ谷三丁目自治会／鎌ケ谷ライフタウン自治会／愛路会自治会／日の出自治会／東鎌ケ谷商店街自治会／
若葉会自治会／小春園自治会／中央通り自治会／青葉自治会／あやめ自治会／鎌ケ谷グリーンタウン自治会／旭ヶ丘
自治会／松の木坂自治会／北通り自治会／井草自治会／東鎌ケ谷 1 丁目自治会／椚会自治会／東新田自治会／三井
鎌ケ谷自治会

法人会費（法人名）

東興運㈱／葛山塗装店／㈱暁鉄工所／㈱鎌ヶ谷カントリー倶楽部／㈱斉藤造園土木／㈱中村塗工／㈱丸幸／㈱矢口
建設／鎌ヶ谷自動車学校／鎌ヶ谷市シルバー人材センター／鎌ヶ谷造園土木㈱／㈲川上葬祭部／㈱ケイハイ鎌ケ
谷事業所／小林建材㈱／新和設備㈱／㈱地建工業／東葛食品㈱／ニッポー㈱／初富保健病院／鎌ケ谷ひかり幼稚
園／富士興運㈱／㈲慶山／㈲鈴木産業／㈲鈴木モータース／㈲藤兵衛／㈲百年社／小池建設㈱／木下歯科医院／
大山歯科／五本松歯科／さくら歯科医院／大石内科胃腸科医院／㈲栄産業／お茶 伊勢／ NPO 法人まつひだい ス
ポーツクラブ／㈲岡庭測量事務所／㈱シダーあおぞらの里鎌ケ谷デイサービスセンター／ NPO 法人かまがや地域 
情報の窓／協進交通㈲／ NPO 法人四つ葉のクローバー／佐藤整骨院／貴俵畳店／㈱北総美装／㈲鎌ケ谷紙業軽井沢
事業所／（福）リーベン鎌ケ谷／鎌ケ谷総合病院／ NPO 法人童謡文化を広める会／ NPO 法人鎌ケ谷たんぽぽ ク
ラブ／さつまケンネル／㈱岡田産業／㈱竹江設計事務所／福島建設㈲／㈱ヤマシナ商事／関本工業㈱／㈱幸建社／横
尾電設㈱／千葉トヨペット㈱ 鎌ケ谷店／㈱むげん社（ハロー動物病院）／鎌ヶ谷新田郵便局／鎌ヶ谷駅前郵便局／
鎌ヶ谷中沢郵便局／鎌ヶ谷道野辺郵便局／鎌ヶ谷初富郵便局／鎌ヶ谷中央一郵便局／鎌ヶ谷南初富郵便局／日本郵便
㈱鎌ケ谷郵便局／かのう内科クリニック／（福）コミュニティホーム くぬぎ山／㈲鎌ケ谷電化センター／㈱竹森工
業／㈱カツヨー／㈱佐藤工業／㈱協栄千葉支店／㈲新星興業／㈱和楽／（一社）鎌ケ谷青年会議所／東初富アモール
歯科クリニック／㈱フジケン／㈱柏崎写真／㈱栄光防災／㈱八功コミュニティ建設／ケージーサービス㈱／サンキ建
設工業㈱／ナカノ㈱／オビヤ管工㈱／㈱マルミ建設／那須設計工務㈱／くぬぎ山ファミリークリニック／鎌ケ谷訪問
看護ステーション／（福）もくせい園／㈲渋谷建設／㈱新鎌ヶ谷ケアセンターそよ風／有料老人ホーム「アヴィラー
ジュ新鎌ヶ谷」／㈱ちとりのらんぷ有料老人ホームここあんすの家 ひまり館／ぜんなみ／原沢久遠堂

（特養）慈祐苑／（特養）鎌ケ谷翔裕園／（福）ケアハウス梨花苑／ NPO 法人鎌ケ谷工房／梨の木工房／（福）み
ちる園／鎌ケ谷市医師会／鎌ケ谷ロータリークラブ／鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会／鎌ケ谷地区保護司会／鎌ケ
谷市身体障がい者福祉会／聴覚障害者福祉会／ NPO 法人鎌ケ谷市手をつなぐ親の会／鎌ケ谷市遺族会／鎌ケ谷市老
人クラブ連合会／鎌ケ谷市子ども会育成会連絡協議会／鎌ケ谷市更生保護女性会／鎌ケ谷市ボランティア連絡協議会
／鎌ケ谷市友愛ボランティア／鎌ケ谷点訳友の会／鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」／鎌ケ谷市手話サークル「みどりの会」
／鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」／「ふみの会」／鎌ケ谷ボランティアサークルたんぽぽ／鎌ケ谷市赤十字
奉仕団／明るい社会づくり鎌ケ谷推進委員会／東葛鎌ケ谷福祉会 ／鎌ケ谷市レクリエーション協会／シニア・ピア・
なごみ／駅前つくも会／「東第一区在宅福祉援護グループ竹のこ会」／東武援護グループ（こだま）／南初富東あゆ
み会／道野辺つくも会／「すずらんの会」／馬込沢ボランティア／愛国・受所つくも会／グリーンハイツ憩の庭／き
きょう明日花会／「ゆうゆう四季の会」／ひまわりの会／鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク ／鎌ケ谷車い
す点検整備ボランティアの会／鎌ケ谷市精神障害者家族会 心の健康を支えあうききょうの会／ NPO 法人千葉県中
途失聴者難聴者協会 東葛北事務所鎌ケ谷地区／ NPO 法人ニッポン ･ アクティブライフ ･ クラブ東葛拠点「ありの
みの会」／中央地区民生委員児童委員協議会／中央東地区民生委員児童委員協議会／東部地区民生委員児童委員協議
会／南部地区民生委員児童委員協議会／西部地区民生委員児童委員協議会／北部地区民生委員児童委員協議会

施設・団体会費（施設・団体名）

皆さまからの会費は、「地域福祉」の
推進のために今年も使わせていただきました。

ご協力いただきありがとうございました

内　訳（平成31年3月6日現在） 金　　額
一般会費（福祉事業にご賛同いただけた世帯49自治会） 9,412,903�

施設・団体会費（福祉施設・団体等�53件） 289,000�

法人会費（企業・商店等�102件） 517,000�

平成 30 年度社協会費 総合計 10,218,903 
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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5階
TEL.047-444-2231
FAX.047-446-4545

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◇

　平成 31年 2月 7日（木）、総合福祉保健センター 6階大会議室にて、地域
福祉活動の振興と社会福祉に寄与された方々へ、敬意と感謝の意を表すること
を目的に「第 21回鎌ケ谷市社会福祉大会」を開催いたしました。
　今大会では、地区社協活動やボランティア活動等を永年続けてこられた皆様
に表彰状を、社会福祉増進の為に多大なる寄付等をいただきました関係者様に
は感謝状を、それぞれ本会徳田会長より贈呈し、その功績をたたえました。
　また、記念講演として、講談師の神田織音氏による講談「財産管理だけでは
ない成年後見制度」などについて講談していただきました。
　福祉関係者をはじめ、たくさんの市民の方々にご参加いただき、盛大に開催
されました。

神田織音氏

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

家族や職場の理解と
協力を得ましょう

ボランティアまめ知識

◇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◇

平成30年度
ボランティアセンター活動報告
　ボランティアセンターでは、障がいのある方や高齢者を対象とした活動や災害時の支援に関
する活動など、福祉に関わるボランティア活動を推進しています。
　ボランティアについての各種相談、活動紹介および情報提供の他、ボランティア育成のた
めの各種講座や体験学習を開催しています。

市民ボランティア体験学習
（前期・後期）

前期：	 	7 月 6日（金）～	 	
7 月 28日（土）	 	
参加者 14名

後期：	 	2 月 1日（金）～	 	
2 月 23日（土）	 	
参加者 18名

協力施設・団体
点訳友の会／麦の会／手話
サークル ｢みどりの会｣ ／ゆ
うゆう四季の会／おもちゃの
図書館 ｢あ ･そ ･ ぼ｣ ／きん
ぎょ草の会／友愛ボランティ
ア／／要約筆記「あいあい」
ケアセンターそよ風

ボランティア入門講座
～ボッチャの講話・体験～
講師：�市原ボッチャクラブ
代表：門脇�倭雄氏
7月 5日（木）
13：30～ 16：00
参加者 60名

・�障がい者に楽しん
でもらえるように考え
られた競技でしょうが、
年寄も大いに楽しめそ
うです。

・�初めて聞きました。楽
しく出来たと思います。
障がい者と関わってい
ますが、とても良いと
思います。鎌ケ谷でも
広がると良いです。

防災ママカフェ
～ママが知っていれば、
備えていれば、守れる命
があります」～

講師：�スマートサバイバープロ
ジェクト特別講師� �
かもんまゆ氏

10月 23日（火）
10：00～ 12：00
参加者 90名

・�意識の低さを感じま
した。自分・家族の今
の状況をまず考えられ
て良かったと思います。
この後すぐ明日にでも
来るかもしれない災害、
家族を守るために自分
が動かねばと思いまし
た。

ボランティア活動
スキルアップ講座
～手にとってもらえる
チラシづくりのコツ～

講師：�アート &デザインタッグ
アートクリエーター� �
田上�剛氏

平成 31年 1月 30日（水）
9：30～ 12：00　
参加者 30名

・�視線誘導（メリハ
リ）、文字の大きさの
バランスなどのお話は
大変参考になりました。

・�チラシづくりのヒント
は、身近なところにも
たくさんあることを知
りました。

東部地区 中央東地区
1  ふれあいサロン「すみれ」
2  地域にお住まいの方
3   毎月第 3 金曜日 13 時 30 分～東部学習センター視

聴覚室で仲間づくりの場として開催。コーヒーやお
茶、お菓子をご用意しています。（参加費 100 円）

1  サロン翔友会
2  中央東地区内にお住まいの方
3   毎月四季折々を感じる内容で皆さんの交流の場を作

り健康体操・お口のケア・移動交番の方々をお呼び
し相談の場所にもなっています。

　   毎月第 4 水曜日 10：00 ～ 12：00
　   参加費：100 ～ 800 円／持ち物：マイカップ

西部地区 南部地区
1  サロン「梨の花」
2  地域にお住まいの方
3   参加費 100 円で軽食（おにぎり・パン）と飲み物、

お菓子が利用でき、脳トレドリルやぬり絵などを楽
しんで頂けます。クリスマス会やゲームなども企画
し開催しています。

1  南部いきいきサロン
2  地域にお住まいの方
3   利用料 100 円で、おかわり自由のコーヒー・紅茶

やお菓子を用意しています。ゲームにチャレンジで
きたり、地域の情報交換の場として、誰もが気軽に
集える場所です。

地区社会福祉協議会 事業紹介（サロン事業）
事業名
対象者
サロン内容

1
2
3

北部地区 中央地区
1  サロンあ・さ・か
2  北部地域にお住まいの方
3   月１回、お茶とおしゃべりが楽しめます。気軽に立

ち寄り顔見知りを増やしてみませんか？スタッフ一
同お待ちしています！

1  ふれあいサロン
2  地域にお住まいの方
3   毎月第 1 火曜日 中央公民館 学習室３にて午前 10

時～午後 3 時まで。利用料 100 円で、コーヒー、
紅茶、緑茶＋お菓子を用意しており、飲み物はおか
わり自由です。昼食の持ち込みも可。お好きな時間
にお越し下さい。
となりに座った方
やスタッフなどと
のおしゃべり、脳
トレドリルやぬり
絵、読書など、地
域の方たちが、気
軽に立ち寄れて自
由に集える場所で
す。

の貸出始めました。ボッチャ お披露目会ボッチャ
　「社協」では、地域福祉推進の活動のひとつとして、
車いすや高齢者疑似体験セットなどの備品貸出を行っ
て い ま す。 こ の た び、
ボッチャボール一式を
購入し、貸出ができる
ようになりましたので、
お知らします。借用を
希望される方は社協に
お問い合わせ下さい。
　利用料金は無料で、
貸出期間は 1 週間です。

　市内の障がい者団体スポーツの日に合わせてボッチャお披露目試合を
行いました。当日はスペシャルゲストとして、かまたんも参加してくれ
ました。ボッチャは重度の脳性麻痺者や同程度の重度障がいが四肢にあ
る人のために者のためにヨーロッパで考案
されたスポーツで、パラリンピックの正式
種目です。ジャックボール（目標球）と呼
ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれの
６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、
他のボールに当てたりして、いかに近づけ
るかを競います。障害の有無に関わらず、
多くの方が楽しめるスポーツです。

感謝状〈寄付関係〉
石神久子、鎌ケ谷市ダンススポーツ協会、ニッ
ポー 株式会社、南初富連合自治会、国際ソロ
プチミスト船橋、株式会社 和楽、株式会社 ヤ
マシナ商事、昭和セレモニー kioro 鎌ケ谷、首
都圏建設産業ユニオン  建設ユニオン千葉支部 
鎌ケ谷分会、  新鮮市場マルエイ南鎌ケ谷店、京
葉読売会

感謝状〈法人会費関係〉
葛山塗装店、鎌ケ谷造園土木 株式会社、学校
法人石神学園 鎌ケ谷ひかり幼稚園、株式会社 
岡田産業、横尾電設 株式会社

（故）小林数夫、島﨑武夫、尾白節子、棟久弘子、
黒木初枝、佐藤マルミ、岡崎育子、福本佳都子、
安齋節子、伊藤寿美子、中村實、丸山由紀子、
梅溪由美子、岸川周子、丸次幸子、田中明子、
小野寺レイ子、細川奈保美、皆川清子、菊池祐
子、石和田久子、高橋周太、佐藤弘、小西惟愛、
工藤知代、高見裕子、森田牧子、池田すい、鶴
岡基子、吉田光雄、吉川敏也、西原操、加納京
子、伊藤勇一、上中範子、河井務、髙橋葵、山
口美幸、中野勲、中根テイ子、齊藤久子、栁貴
代美、竹内美津子、斉藤初江、石田芳雄、大友
圭子、向後由枝、佐々木静江、仲村佐代子、能
村正昭、前田信子、増田多賀子、溝口孝三、森
川孝、湯田サキ子、田中節子、遠藤三男、白尾
三樹、加藤嘉美、小池明子、矢作政子

功労表彰〈個人〉
ひまわりの会
功労表彰〈団体〉
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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

協力施設・団体
コスモスの会／おもちゃの
図書館 ｢あ ･ そ ･ ぼ｣ ／ゆ
うゆう四季の会／手話サー
クル ｢みどりの会」／点訳
友の会／災害救援ボランティ
アネットワーク／リーベン鎌
ケ谷／ケアセンターそよ風

夏休み福祉体験
7月 25日（水）
～8月16日（金）
8コース
参加者 62名

団体名 内容 場所 活動日・時間等 その他の情報

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します

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

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
こども発達センター

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

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（切手は封筒等
からはがさず、できれば消印
を残した状態で切り取ってお
持ちください）

⃝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。

　保険料は天災 A 500 円・天
災 B 710 円となります。平成
31 年度加入手続きは、3 月末
より受付けます。補償期間は 4
月 1 日～翌年 3 月 31 日。中途
加入の場合は、加入手続き完了
後から翌年 3 月 31 日となりま
す。
※ 被災地のボランティアセン

ターでは受付手続きの混乱が
予想されます。また、行き帰
りの往復途上も補償されます
ので、出発地（居住地）での
加入をお勧めします。

自然災害の被災地における
ボランティア活動保険の
加入・更新手続きについて

◇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◇


