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みなさんは、どんなお正月をお迎えですか？
　自然災害、事件、事故・・・昨年は世界各国で

いろいろなことがありましたね。
　その中で私たちは、人と人とのつながり・

思いやりの心を持つことがとても大切だと改めて
実感したのではないでしょうか？

　2012年も心を一つにし、誰もが笑顔で
過ごすことが出来ますように。

2012年 新しい年の幕開けです。
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美味しいお餅を食べて幸せいっぱい！
みんなが笑顔で過ごせる一年でありますように！！表紙
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安宅の新提案
一 家 族
貸 切 の
家 族 葬

福 祉 葬
プ ラ ン

お別れ
のみの

直送プラン

告 別 式
だ け の
一 日 葬

綜合葬祭センター
あ　　　　  　たか

協同組合八千代トラックセンター協同組合八千代トラックセンター
（協）八千代トラックセンターは、組合活動の一環と

して平成9年4月23日、八千代市と災害時支援協定を

結びました。協定は、災害発生時、トラックの機動力

をフルに発揮し、物資輸送に協力して市民の救援  

活動に努める、というものです。組合員は9社です。

役　　職 会 社 名

代表理事

専務理事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

監　　事

監　　事

理　　事

浅野 正敏

福島　昇

飯田 健次郎

日下部 良夫

田嶋 篤志

中山　徹

橋本　悟

木村 伸一

橋本 周二

（株）浅野運輸

（有）八千代運送

（株）飯田運送

（株）日信興運

（株）星煌

（有）東葉物流

（株）アシスト東経

小久保冷蔵運輸倉庫（株）

（有）大一輸送

代 表 者 名

相談内容
1月 2月 3月

毎週火・木曜日
13：00～16：00

曜日及び時間
相　談　日

場　所

毎週火・木曜日
毎週火・木曜日
（20日を除く）

毎週火・木曜日
（3日を除く）

福祉センター
1階 相談室

心配ごと相談
専用電話（487-2940）

相談に関する問い合せ先 … 1４８３ー３０２１

日常生活の中で困ったことや悩みごと
はありませんか？
そんな時は相談所をご利用ください。

困った時は相談所へ！！

ゆりのき第２学童保育所・・・2,000円　勝田台公民
館 1歳児親子学級・・・107円　ゆりのき学童保育所・・・
20,000円　リーセントヒルズ自治会・・・2,000円
勝田台支会・・・2,000円　高津学童保育所・・・20,000円
高津団地六街区自治会・・・2,000円　八千代台学童
保育所・・・20,000円　語り学び合いの会・・・20,000円
村上学童保育所・・・20,000円　野村自治会・・・
20,000円　八千代台西学童保育所・・・20,000円
八千代台西北地区民協・・・20,000円　大和田第２学
童保育所・・・20,000円　村上第２学童保育所・・・
20,000円　大和田学童保育所・・・20,000円 小板橋
支会・・・2,000円　タウンハウス一本松すみれ会・・・
20,000円　市民会館・・・2,372円　わいわいクラブ・・・
20,000円　八千代台東学童保育所・・・20,000円

千葉薬樹（株）・・・767円　社会福祉法人 美香会・・・
2,000円　八千代市防犯組合連合会・・・20,000円
千葉土建一般労働組合八千代支部・・・4,350円
米本地区民協・・・20,000円　まるみ商店（コンビニ
エンスまるみ）・・・3,821円　萱田南小学校PTA・・・
2,000円　村上小父親の会・・・2,000円　高津第2・緑ヶ
丘学童保育所・・・20,000円　高津東自治会・高津支会・・・
20,000円　八千代台西小学校PTA・・・2,000円　野村
長寿会・・・2,000円　匿名・・・1,040円　匿名・・・940円
匿名・・・1,040円　匿名・・・960円 ひだまり・・・
10,000円　平田幸司・・・10,000円　八千代市赤十字
奉仕団・・・20,000円　大新上支会・・・2,705円　十和
会・・・20,000円　（社）実践倫理宏正会 佐倉分所・・・
20,000円　新鮮市場マルエイ八千代店・・・52,069円
グレースコート八千代緑が丘・・・2,000円　米本支会
団地班・・・2,000円　小板橋支会・・・2,000円　八千代
市長寿会連合会・・・20,000円

匿名・・・紙おむつ、リハビリパンツ、尿取りパット、
使い捨て手袋、ケアシーツ/30枚、24枚、76枚、100枚、

6枚　匿名・・・リハビリパンツ（L/LL）、尿取りパッ
ト他/42枚、54枚、370枚　高梨道久・・・紙おむつ、尿
取りパット他�/110枚、139枚

ひだまり・・・10,000円　八千代市工場協議会 千葉
県経営者協会八千代支部・・・22,200円

北東支会・・・1,637円　睦支会・・・116,124円　新日
本音楽振興会・・・38,908円　八千代台公民館サーク
ル連絡会一同・・・67,700円　安心安全福祉センター 
岩本正義・・・22,134円　福祉センター１F募金箱・・・
575円　八千代台南地区支会・・・23,380円　八千代
台西北支会・・・807円　エンゼル・・・5,000円　村上
公民館サークル連絡会・・・10,121円　八千代台公民
館まつり参加者一同・・・21,969円　黒川正博・・・
20,000円　小板橋支会・・・4,497円

大和田新田上区・・・600,000円  

平成23年9月8日～平成23年11月30日

善意銀行 寄付金（敬称略）

善意銀行 物品寄付（敬称略）

福祉振興基金寄付金（敬称略）

東日本大震災義援金（敬称略）

東日本大震災義援金（自治体・敬称略）

平成24年 1月23日（月）10：15～15：00（受付開始 9：30）
千葉市文化センター アートホール（千葉市中央区中央2-5-1）
500名　　　【参　加　費】2,000円（資料代）
基調講演「つながりと居場所のある社会を目指して」
北海道大学大学院法学研究科 教授 宮本太郎氏
「つながりと居場所のある社会を目指して ～地域の福祉力を高める実践活動から考える～」
早稲田大学人間科学学術院 教授 田中英樹氏
大阪府社会福祉協議会 常務理事 酒井喜正氏、松江市社会福祉協議会 常務理事事務局長 須田敬一氏、
中核地域生活支援センター海匝ネットワーク 所長 吉野智氏
下記アドレスより申込書をダウンロードのうえFAXにてお申込みください。
URL:http://www.chibakenshakyo.com/　5043-244-5201
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進部 地域福祉推進班
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福センター　1043-245-1102

【日　　時】
【会　　場】
【定　　員】
【内　　容】
【講　　師】
【シンポジウム】
【コーディネーター】
【パネリスト】

【申 込 み】

【問 合 せ】

第37回「県民福祉セミナー」開催のお知らせ
～つながりと居場所のある社会を目指して～
第37回「県民福祉セミナー」開催のお知らせ
～つながりと居場所のある社会を目指して～

昨年より健康について、全4回いろいろなテーマで開催して
きました「健康講座」も今回で最終回となります。この機会
にぜひ健康について一緒にドクターのお話しを聞きながら、
普段疑問に思っている事を伺ってみませんか？

平成24年 2月18日（土）14：00より
八千代台東南公共センター 2階
「脳梗塞の予防と対策」
東京女子医科大学 神経内科　大橋 高志先生
八千代医療センターを支援する市民の会、
八千代市社会福祉協議会、支会長連合会

【日　　時】
【場　　所】
【テ ー マ】
【講　　師】
【主　　催】

市民健康講座開催のお知らせ
～健康は一番の宝物です～

市民健康講座開催のお知らせ
～健康は一番の宝物です～

成年後見制度に関する知識と理解を深めるための市民
向けセミナー及び個別相談の場を設けます。
※相続・遺言の相談にも応じます。

平成24年 2月25日（土）13:00～
福祉センター 4階 第3・4会議室
100名
NPO法人 千葉県成年後見支援センター
八千代市・八千代市社会福祉協議会
NPO法人千葉県成年後見支援センター
15047(494)8687
E-maiil：info@sakuratani-office.com（櫻谷）
または、1047(485)2764　5047(487)6555（馬場）

【日　　時】
【会　　場】
【定　　員】
【主　　催】
【後　　援】
【申 込 み・問 合 せ】

成年後見制度セミナー・相談会の
お知らせ

成年後見制度セミナー・相談会の
お知らせ ご家庭の事情により日中家庭で保育できない小学校1年生から3年生の

児童が放課後、安全に安心して楽しく生活する場を提供するお仕事です。

若干名
平成24年 4月1日 ～ 平成25年 3月31日（更新有）
保育士、又は幼稚園・小学校・中学校教諭免許取得者で55歳位までの方
通　　　常／11:00～19:00
学校休業時／8:00～19:00（2交代制）
土　曜　日／8:00～17:00
八千代市内　　【給　　与】月給16万6千円
日曜日・祝日・年末年始（シフトによる週休2日制）
社会保険完備、交通費規程により支給、有給休暇有
面接
4日以降に電話の上、履歴書（写貼）を1月13日（金）までに持参または郵送
1047-483-3021（担当：学童保育係）

【募集人員】
【期　　間】
【資　　格】
【勤務時間】

【 勤 務 地 】
【休　　日】
【待　　遇】
【選　　考】
【応　　募】

学童保育嘱託指導員募集のお知らせ学童保育嘱託指導員募集のお知らせ

コーヒーと音楽の集い

み・る・くとおんがく

紙芝居・読み聞かせ  ひ☆ろ☆ば

みなさんの参加を

お待ちしています♪

【時　間】13:30～15:30
【会　場】福祉センター 4階  第3・4会議室
【参加費】200円（飲み物代）※当日集金

【時　間】10：30～11：30
【会　場】福祉センター 2階  教養室（和室）
【参加費】200円（1家族）※当日集金

【時　間】14：00～15：30　　【参加費】無料
【会　場】福祉センター 2階 第1会議室

【時　間】13：30～15：30　【参加費】無料
【会　場】福祉センター 2階 教養室（和室） 
 ※障害者福祉センター（保健センター隣）
　 においても毎月第1土曜日13：30から開催中！

【問合せ】
八千代市ボランティアセンター 1047-483-3021
八千代市福祉センター　　　  1047-483-1171

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

今 後 の 予 定

★1月21日（土）

★2月18日（土）  

★3月17日（土）

みんなの福祉センターまつりみんなの福祉センターまつり

は楽しいことがは楽しいことがは楽しいことが  い
っぱい！！

  い
っぱい！！

  い
っぱい！！

33 土曜日土曜日土曜日毎月第毎月第毎月第

8

「ふくし八千代」は、市民の皆様にとって便利で分かりやすい情報紙を目指しています。 ご意見ご要望等をお寄せください。



副会長 紹介

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して

佐久間 福司山　 行夫 土門 俊和

新年のごあいさつ

八千代市社会福祉協議会

会長　櫻井　　豊

　新年あけましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては希望

に満ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は社会福祉協議会

の使命であります「地域福祉活動」の推進についてご支援ご協力を賜り衷心

より感謝申し上げます。

　さて、ご案内のとおり昨年3月11日に発生いたしました東日本大震災に

おいては、東北三県を中心に未曾有の災害をもたらしたわけですが、幸いにも

八千代市においては最小限の被害状況とのことでした。被害にあわれた方には

心よりお見舞いを申し上げます。

　このような自然災害を含め、社会環境（社会保障制度等）・経済環境も非常に

厳しい状況下にあることはご案内のとおりでございます。マスコミ等でも

盛んに言われておる「地域の絆・人と人との絆」これはまさしく当会が半世紀に

わたり推進いたしておる「地域福祉・相互扶助」の原点であります。

　今後も八千代市社会福祉協議会では「誰もが安心して

暮らせる福祉のまちづくり」を目指してまいりますので

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　本年が皆様方にとって、幸多き年になりますよう

心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

最愛の人を家族葬で送る最愛の人を家族葬で送る

●病院からの搬送（市内）

●御霊棺　●納骨具

●御遺影　●ドライアイス

●役所手続

●通夜・告別式立会い

●霊柩車 15万円

お気軽に御相談下さい。
女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。
お気軽に御相談下さい。
女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。

市斎場（公営式場）を利用しませんか

想送舎想送舎想送舎 TEL.047-487-8154
八千代市八千代台北5-4-15 保存版

自宅葬・火葬だけでのお別れ

立派な市斎場は低料金で利用出来ます
◇生花・お料理・返礼品等の手配 ◇お寺様のご紹介

「ふくし八千代」に
広告を載せてみませんか？

　私たちが発行している広報誌「ふくし八千代」は、

年に4回（4, 7, 10, 1月）、八千代市内の各家庭に

新聞折込でお届けしています。この「ふくし八千

代」に、皆さんの会社やお店、団体、グループなど

のPRを広告として載せてみませんか？

　まずはお気軽にお問い合わせください。

　担当者が料金、デザイン等のご説明・ご相談に

お伺いいたします。

<お問い合わせ先>
　地域振興課　地域係
　電　話　047-483-3021
　 F A X　047-483-3083
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　8月23日（火）八千代市市民体育館で毎年恒例の『学童保育合同ドッチボール大会』が開催
されました。当日は市内20ケ所の学童保育に通う664名の児童が集結し、白熱した試合を繰り
広げました。この日のために練習してきた成果を思いっきり出し切り、応援にかけつけた家族の方
の声援にこたえ精一杯頑張りました。
　勝ち負けに関係なく、夏休み最後の一大イベントを「みんなで力を合わせて頑張る」そんな姿
がとても印象的でした。来年はどんなドラマが繰り広げられるか今から楽しみです！！

募金名 募 金 額

※平成23年12月15日現在

6,862,706円

125,515円

418,295円

182,934円

287,303円

2,444,382円

10,321,135円

戸 別 募 金

街 頭 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

その他募金

法 人 募 金

合 　 　 計

募金名 募 金 額

※平成23年12月15日現在

3,378,830円

338,367円

3,717,197円

戸 別 募 金

その他募金

合 　 　 計

みんなでささえあう
あったかい地域づくり
歳末た

すけあい募金　中間報告

～　　　　　　　　　～
皆さんの温かい

気持ちにささえられ

自分
の街をよくするしくみ

中間報告

赤 い 羽 根 共 同 募 金

　昨年の10月1日より全国一斉に実施されている「赤い羽根共同募金運動」は毎年、市民の

皆さんからの心のこもったあたたかいお気持ちと、ボランティアの皆さんのご協力により

活動を展開しております。

　皆さんから寄せられたあたたかいお気持ちに感謝すると共に、この運動がこれからもよ

り盛り上がるよう職員一同頑張って参りますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

　今年度も、皆さんより寄せられたご意見やご要望等、また

八千代市の実情をふまえ「歳末たすけあい運動実施要綱」の見直しや配分方法・対象等を

協議し、日常生活に困窮している方々へのお見舞金（お見舞品）や地域福祉を推進する活動

へ配分させていただいております。

　詳しい配分の詳細に

ついては次号にてお知

らせさせていただきます。

第30回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会結果報告
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「第9回盲導犬体験フェアin八千代」開催

～大切なパートナーであり家族の一員
　目的地までの苦労は半分に分かち合い・
　目的地に着いた時の喜びは2倍にしてくれる。
　それが盲導犬です～  「盲導犬を普及させる会」主催
　昨年10月30日（日）福祉センターに於いて日本盲導犬協会の方

より盲導犬についての知識について・千葉県視覚障害者福祉会から

目の不自由な方との接し方について等の講演が行われました。

　当日は140名の参加があり、実際に

アイマスクをつけての疑似体験や盲導犬に案内をしてもらい歩行体験も

行われました。

　イベント参加者からは、盲導犬を見かけたことはあっても実際にふれ合うのは

初体験!! ユーザーと盲導犬は深い信頼関係で繋がっているパートナー、盲導犬について

理解することが出来たとの声が寄せられ大盛況で終了した一日でした。
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▲大会会長から旭市明智市長へ

　 盲導犬を知っていますか？
　盲導犬とはハーネスと呼ばれる白い胴衣をつけ、視覚障害者が外出する際に安全に目的地へ誘導することする為に訓練
された犬です。

　 盲導犬の仕事って？
　盲導犬はカーナビのように目的地まで連れて行って
くれると思っている方も多いですが、盲導犬に「コンビニ
まで行きたい」と言っても連れて行ってはくれません。
ユーザーが頭の中で目的地までの地図を描きながら盲導犬
へ指示を出し誘導してもらいます。
　例えば、２つ目の角を左に曲がって、その先の交差点を
右に・・・と目的地まで到着します。時には道に迷ってしまう
こともあります。そんな時は「どうしましたか？」と一言
声をかけてあげることも大切です。

　 盲導犬は大切なパートナーです！
　盲導犬はユーザーにとって、外出する際安全に歩くこと
と安心を与えてくれます。手を伸ばせば温かなぬくもりを
与えてくれ、心を癒してくれる大切なパートナーであり
家族の一員です。
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食べて☆

× 食べ物を与える × 犬に声をかけたり、
　 口笛を吹く

× 犬やハーネスに
　 さわる

　 街で盲導犬に出会ったら？
～私たちに出来ることって～
☆仕事中（ハーネスを着けている状態）の盲導犬を見かけた
　ら、優しい気持ちでそっと見守ってあげてください。
☆犬は信号機の色を判断できません。目の不自由な人が
　交差点や横断歩道で判断に迷っていたら、「今信号は
　青ですよ・赤ですよ」と一言声をかけてください。

～盲導犬にしてはいけないことって～
☆ハーネスを着けて歩いている盲導犬は仕事中なんです。

　平成23年10月7日（金）中山カントリークラブに於いて、「第30回 福祉振興
基金チャリティーゴルフ大会」を開催しました。
　今回は、189名の参加者の皆さんより温かいチャリティーのご協力も
いただきました。
　また、3月11日に発生した東日本大震災により被災された方々や、地域等へ
の復興支援も目的として行われましたので、大会実行委員会より千葉県旭市
に義援金30万円が贈られ、大会会長から明智市長へ手渡されました。旭市へ
贈られた義援金の他、当協議会の福祉振興基金へも45万円のご寄付をいただ
きました。
　福祉振興基金の果実（利子）は平成2年度より自治会・支会・ボランティア・小・
中・高校等に幅広く助成され地域福祉活動に役立てられております。今年も開催を予定しておりますので、皆さんの
ご参加をお待ちしております。

みんな揃って はいチーズ！みんな揃って はいチーズ！

気持ちをひとつに。

目的地までスタート！気持ちをひとつに。

目的地までスタート！



普通会費

300円

特別会費

1,000円

法人会費

5,000円

団体会費

10,000円

名誉会費

30,000円

このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」
を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会
を建設する姿」を表現しています。（昭和47年6月、
全国社会福祉協議会で制定されたものです。）

社会福協議会のシンボルマーク

　日本の社会福祉の仕組みは、戦後に形づくられ、国は児童や身体障がい者、生活保護、社会福祉事業と
いった法律を整備し、国の役割と責任を明確に示すとともに国のみに頼らない民間の社会福祉事業の推進、
さらには住民による地域福祉活動を興しました。
　また、この力を束ねることによって市民の側からの自主的なコミュニティづくりを意図的にすすめられるよう、
全国すべての市区町村に住民による住民のための福祉団体を創ることを促しました。こうして誕生したのが

『社会福祉協議会』です。

★社会福祉協議会が誕生した理由

　社会福祉協議会が「会員制」をとらせていただいている理由は、ここにあります。八千代市社会福祉協議
会は、地域の皆さんに支えられた民間の福祉団体です。『誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の
まちづくり』を目指し、地域社会の風土と支え合いの仕組みを住民自らの手でつくることに取り組んでいます。
　八千代市社会福祉協議会では、八千代市や千葉県社会福祉協議会からの委託費及び補助金を大きな財源
としていますが、このほかにも共同募金の配分金や寄付金、会費に加え、収益事業などを実施し、活動の
財源確保に努めています。行政の福祉施策とは違った住民主体の地域福祉活動を円滑に実施されるよう、
年間を通じて住民や各種団体、会社・商店などの多くの皆さんに会員加入のお願いをしています。

★なぜ、会員制度をとっているのか

　会員加入とは、社会福祉協議会の運営やサービスへの参加・協力に対して、財政面でのご支援をお願いする
ものです。
　また、会員になることによって、一人ひとりが「地域福祉」を自らの活動として受け止め、地域福祉活動に間接
的に参加していただいているという意味も持っています。いわば、社会福祉協議会のサポーターとして、ともに
「地域福祉」に取り組んで行く仲間であるとも言えます。
　皆さんから寄せられた会費は、社会福祉協議会が実施する「地域福祉事業」の人件費を除いた事業経費の
財源として活用しています。ボランティア、住民活動、小地域の活動などの事業や福祉サービス事業などを
進めるための大切な財源となっています。
　社協の活動をご理解いただき、ひとりでも多くの市民の皆さんの社協会員へのご協力をお願いいたします。

★会員の皆さんは社会福祉協議会のサポーター
　（会費にご協力をお願いいたします）

普 通 会 費

特 別 会 費

法 人 会 費

団 体 会 費

名 誉 会 費

8,420,992円

291,000円

805,000円

240,000円

30,000円

　平成23年度社協会費については、多くの市民の皆さんから
ご協力いただき、ありがとうございました。
　また、町会、自治会などの関係者の皆さんには、会員加入運動
にあたり、ご協力いただきましたことを併せて感謝申し上げます。
　ご協力いただいた社協会費は 9,786,992円でした。

★平成23年度 12月現在の社協会費の報告

　会員の募集は、年間を通して行っていますが、毎年5月～7月を会員募集取組の強化月間として、市内の各町会、
自治会などにご協力をいただき会員募集に取り組んでいます。

★会員（会費）の加入時期と方法

社会福祉協議会  会費 &Q A
Q１. 募金との違いは？

　募金はその趣旨（例として「共同募金」は、千葉県下全体の施設福祉と地域福祉の増進及び国内
での災害支援、「歳末たすけあい運動」は、市内の要援護者に心暖まる年末・年始を過ごして貰う
ための支援）のもとで行われるもので、社会福祉協議会の活動趣旨と一部共通する面もありますが、
募金の実施主体は社会福祉協議会ではないので、募金全体の活用については社会福祉協議会の
主体性を十分に発揮することは困難です。（配分基準は、共同募金委員会が決定します。）
　それに対し、「会員会費」は、社会福祉協議会自らの判断により、全てを自主事業に活用できる
ものであり、何よりも入会することにより会員自身の参加・参画意識が事業の推進に大きく寄与する
ものと考えます。

A.

Q2. 会員になれば特典やメリットはあるの？
　　 会員ならないと社会福祉協議会のサービスが受けられないの？

Q3. 会費は強制なの？

　会員になったからといって特別な特典はありません。また、会員と非会員とで各種相談サービスを
含め、対応への区別もしておりません。会員制度は、「お互いの支え合い」の精神に基づくもので
あることから、基本的には「メリット」を設けることに馴染まないと考えます。皆さんが会員となること
で、その会費をもとに福祉のまちづくりの推進を一緒に支えていくという意味を指すものです。

A.

　いいえ、会費は強制ではありません。会費は、社会福祉協議会の事業に賛同してくださる方に
納めていただくものです。

A.

普通会費＝ 一般世帯の皆さんについては、町会・自治会を通じてお願いしています。他、個人で賛同いただいている市民の方もいます。
特別会費＝民生委員・児童委員 / センターサークル / 社協職員など
法人会費＝市内の会社・商店関係（赤い羽根などで法人募金の協力団体）
団体会費＝組織団体（各医師会・各連絡協議会・八千代ふるさと親子祭実行委員会・町会などの消防団・各種団体支部など）
名誉会費＝個人・法人で年額30,000円以上納めた会員

★会員の区分 社協会員には次の5つの種類があります。

？？？？社会福祉協議会の活動って社会福祉協議会の活動って
皆さん 社会福祉協議会（社協）をご存知ですか！

「まったく知らない」 「名前だけは知っている」　しかし
「どのような仕事をしているか知らない」という方が多いようです。

そこで、今回は市民の皆さんからご協力いただいている会費（会員制度）
について、分かりやすくご説明いたします。

※平成23年度 12月20日現在

4 5
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　8月23日（火）八千代市市民体育館で毎年恒例の『学童保育合同ドッチボール大会』が開催
されました。当日は市内20ケ所の学童保育に通う664名の児童が集結し、白熱した試合を繰り
広げました。この日のために練習してきた成果を思いっきり出し切り、応援にかけつけた家族の方
の声援にこたえ精一杯頑張りました。
　勝ち負けに関係なく、夏休み最後の一大イベントを「みんなで力を合わせて頑張る」そんな姿
がとても印象的でした。来年はどんなドラマが繰り広げられるか今から楽しみです！！

募金名 募 金 額

※平成23年12月15日現在

6,862,706円

125,515円

418,295円

182,934円

287,303円

2,444,382円

10,321,135円

戸 別 募 金

街 頭 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

その他募金

法 人 募 金

合 　 　 計

募金名 募 金 額

※平成23年12月15日現在

3,378,830円

338,367円

3,717,197円

戸 別 募 金

その他募金

合 　 　 計

みんなでささえあう
あったかい地域づくり
歳末た

すけあい募金　中間報告

～　　　　　　　　　～
皆さんの温かい

気持ちにささえられ

自分
の街をよくするしくみ

中間報告

赤 い 羽 根 共 同 募 金

　昨年の10月1日より全国一斉に実施されている「赤い羽根共同募金運動」は毎年、市民の

皆さんからの心のこもったあたたかいお気持ちと、ボランティアの皆さんのご協力により

活動を展開しております。

　皆さんから寄せられたあたたかいお気持ちに感謝すると共に、この運動がこれからもよ

り盛り上がるよう職員一同頑張って参りますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

　今年度も、皆さんより寄せられたご意見やご要望等、また

八千代市の実情をふまえ「歳末たすけあい運動実施要綱」の見直しや配分方法・対象等を

協議し、日常生活に困窮している方々へのお見舞金（お見舞品）や地域福祉を推進する活動

へ配分させていただいております。

　詳しい配分の詳細に

ついては次号にてお知

らせさせていただきます。

第30回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会結果報告

成績発表
（敬称略）

成績発表
（敬称略）

成績発表
（敬称略）

「第9回盲導犬体験フェアin八千代」開催

～大切なパートナーであり家族の一員
　目的地までの苦労は半分に分かち合い・
　目的地に着いた時の喜びは2倍にしてくれる。
　それが盲導犬です～  「盲導犬を普及させる会」主催
　昨年10月30日（日）福祉センターに於いて日本盲導犬協会の方

より盲導犬についての知識について・千葉県視覚障害者福祉会から

目の不自由な方との接し方について等の講演が行われました。

　当日は140名の参加があり、実際に

アイマスクをつけての疑似体験や盲導犬に案内をしてもらい歩行体験も

行われました。

　イベント参加者からは、盲導犬を見かけたことはあっても実際にふれ合うのは

初体験!! ユーザーと盲導犬は深い信頼関係で繋がっているパートナー、盲導犬について

理解することが出来たとの声が寄せられ大盛況で終了した一日でした。

《一般の部》

飯田 明彦

植村 真司

土井 忠義

1位

2位

3位

《シニアの部》

若狭 弥一

田中 英

加藤 稔

1位

2位

3位

《アンダー40の部》

宮洞 真

花島 幸弘

安保 誠司

1位

2位

3位

《女性の部》

小磯 玉江

佐藤 和

市川 活子

1位

2位

3位

▲大会会長から旭市明智市長へ

　 盲導犬を知っていますか？
　盲導犬とはハーネスと呼ばれる白い胴衣をつけ、視覚障害者が外出する際に安全に目的地へ誘導することする為に訓練
された犬です。

　 盲導犬の仕事って？
　盲導犬はカーナビのように目的地まで連れて行って
くれると思っている方も多いですが、盲導犬に「コンビニ
まで行きたい」と言っても連れて行ってはくれません。
ユーザーが頭の中で目的地までの地図を描きながら盲導犬
へ指示を出し誘導してもらいます。
　例えば、２つ目の角を左に曲がって、その先の交差点を
右に・・・と目的地まで到着します。時には道に迷ってしまう
こともあります。そんな時は「どうしましたか？」と一言
声をかけてあげることも大切です。

　 盲導犬は大切なパートナーです！
　盲導犬はユーザーにとって、外出する際安全に歩くこと
と安心を与えてくれます。手を伸ばせば温かなぬくもりを
与えてくれ、心を癒してくれる大切なパートナーであり
家族の一員です。

い
や
っ

こ
ま
る な

に
？

食べて☆

× 食べ物を与える × 犬に声をかけたり、
　 口笛を吹く

× 犬やハーネスに
　 さわる

　 街で盲導犬に出会ったら？
～私たちに出来ることって～
☆仕事中（ハーネスを着けている状態）の盲導犬を見かけた
　ら、優しい気持ちでそっと見守ってあげてください。
☆犬は信号機の色を判断できません。目の不自由な人が
　交差点や横断歩道で判断に迷っていたら、「今信号は
　青ですよ・赤ですよ」と一言声をかけてください。

～盲導犬にしてはいけないことって～
☆ハーネスを着けて歩いている盲導犬は仕事中なんです。

　平成23年10月7日（金）中山カントリークラブに於いて、「第30回 福祉振興
基金チャリティーゴルフ大会」を開催しました。
　今回は、189名の参加者の皆さんより温かいチャリティーのご協力も
いただきました。
　また、3月11日に発生した東日本大震災により被災された方々や、地域等へ
の復興支援も目的として行われましたので、大会実行委員会より千葉県旭市
に義援金30万円が贈られ、大会会長から明智市長へ手渡されました。旭市へ
贈られた義援金の他、当協議会の福祉振興基金へも45万円のご寄付をいただ
きました。
　福祉振興基金の果実（利子）は平成2年度より自治会・支会・ボランティア・小・
中・高校等に幅広く助成され地域福祉活動に役立てられております。今年も開催を予定しておりますので、皆さんの
ご参加をお待ちしております。

みんな揃って はいチーズ！みんな揃って はいチーズ！

気持ちをひとつに。

目的地までスタート！気持ちをひとつに。

目的地までスタート！



副会長 紹介

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して

佐久間 福司山　 行夫 土門 俊和

新年のごあいさつ

八千代市社会福祉協議会

会長　櫻井　　豊

　新年あけましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては希望

に満ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は社会福祉協議会

の使命であります「地域福祉活動」の推進についてご支援ご協力を賜り衷心

より感謝申し上げます。

　さて、ご案内のとおり昨年3月11日に発生いたしました東日本大震災に

おいては、東北三県を中心に未曾有の災害をもたらしたわけですが、幸いにも

八千代市においては最小限の被害状況とのことでした。被害にあわれた方には

心よりお見舞いを申し上げます。

　このような自然災害を含め、社会環境（社会保障制度等）・経済環境も非常に

厳しい状況下にあることはご案内のとおりでございます。マスコミ等でも

盛んに言われておる「地域の絆・人と人との絆」これはまさしく当会が半世紀に

わたり推進いたしておる「地域福祉・相互扶助」の原点であります。

　今後も八千代市社会福祉協議会では「誰もが安心して

暮らせる福祉のまちづくり」を目指してまいりますので

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　本年が皆様方にとって、幸多き年になりますよう

心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

最愛の人を家族葬で送る最愛の人を家族葬で送る

●病院からの搬送（市内）

●御霊棺　●納骨具

●御遺影　●ドライアイス

●役所手続

●通夜・告別式立会い

●霊柩車 15万円

お気軽に御相談下さい。
女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。
お気軽に御相談下さい。
女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。

市斎場（公営式場）を利用しませんか

想送舎想送舎想送舎 TEL.047-487-8154
八千代市八千代台北5-4-15 保存版

自宅葬・火葬だけでのお別れ

立派な市斎場は低料金で利用出来ます
◇生花・お料理・返礼品等の手配 ◇お寺様のご紹介

「ふくし八千代」に
広告を載せてみませんか？

　私たちが発行している広報誌「ふくし八千代」は、

年に4回（4, 7, 10, 1月）、八千代市内の各家庭に

新聞折込でお届けしています。この「ふくし八千

代」に、皆さんの会社やお店、団体、グループなど

のPRを広告として載せてみませんか？

　まずはお気軽にお問い合わせください。

　担当者が料金、デザイン等のご説明・ご相談に

お伺いいたします。

<お問い合わせ先>
　地域振興課　地域係
　電　話　047-483-3021
　 F A X　047-483-3083

2 7



このマークは、社会福祉協議会全国共通のシンボルマークです。手をとりあって、明るいしあわせな社会を設立する姿を表現しています。

No. 178

発　行

ホームページ
http://www.fukushi.yachiyo.chiba.jp/

平成24年1月号

八千代市社会福祉協議会社会福祉
法　　人

八千代市大和田新田312-5

電話番号 047-483-3021

F  A  X 047-483-3083

この広報は、皆様から頂いた赤い羽根共同募金の
配分金により発行しています。

みなさんは、どんなお正月をお迎えですか？
　自然災害、事件、事故・・・昨年は世界各国で

いろいろなことがありましたね。
　その中で私たちは、人と人とのつながり・

思いやりの心を持つことがとても大切だと改めて
実感したのではないでしょうか？

　2012年も心を一つにし、誰もが笑顔で
過ごすことが出来ますように。

2012年 新しい年の幕開けです。

も　く　じ

新年のごあいさつ2P

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金中間報告3P

社会福祉協議会の活動って？？
皆さん社会福祉協議会（社協）をご存知ですか！4・5P

第 9 回 盲導犬体験フェアin八千代 開催
第30回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会結果報告6P

平成23年度 成年後見制度研修会のお知らせ7P
お知らせコーナー8P

美味しいお餅を食べて幸せいっぱい！
みんなが笑顔で過ごせる一年でありますように！！表紙

8

安宅の新提案
一 家 族
貸 切 の
家 族 葬

福 祉 葬
プ ラ ン

お別れ
のみの

直送プラン

告 別 式
だ け の
一 日 葬

綜合葬祭センター
あ　　　　  　たか

協同組合八千代トラックセンター協同組合八千代トラックセンター
（協）八千代トラックセンターは、組合活動の一環と

して平成9年4月23日、八千代市と災害時支援協定を

結びました。協定は、災害発生時、トラックの機動力

をフルに発揮し、物資輸送に協力して市民の救援  

活動に努める、というものです。組合員は9社です。

役　　職 会 社 名

代表理事

専務理事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

監　　事

監　　事

理　　事

浅野 正敏

福島　昇

飯田 健次郎

日下部 良夫

田嶋 篤志

中山　徹

橋本　悟

木村 伸一

橋本 周二

（株）浅野運輸

（有）八千代運送

（株）飯田運送

（株）日信興運

（株）星煌

（有）東葉物流

（株）アシスト東経

小久保冷蔵運輸倉庫（株）

（有）大一輸送

代 表 者 名

相談内容
1月 2月 3月

毎週火・木曜日
13：00～16：00

曜日及び時間
相　談　日

場　所

毎週火・木曜日
毎週火・木曜日
（20日を除く）

毎週火・木曜日
（3日を除く）

福祉センター
1階 相談室

心配ごと相談
専用電話（487-2940）

相談に関する問い合せ先 … 1４８３ー３０２１

日常生活の中で困ったことや悩みごと
はありませんか？
そんな時は相談所をご利用ください。

困った時は相談所へ！！

ゆりのき第２学童保育所・・・2,000円　勝田台公民
館 1歳児親子学級・・・107円　ゆりのき学童保育所・・・
20,000円　リーセントヒルズ自治会・・・2,000円
勝田台支会・・・2,000円　高津学童保育所・・・20,000円
高津団地六街区自治会・・・2,000円　八千代台学童
保育所・・・20,000円　語り学び合いの会・・・20,000円
村上学童保育所・・・20,000円　野村自治会・・・
20,000円　八千代台西学童保育所・・・20,000円
八千代台西北地区民協・・・20,000円　大和田第２学
童保育所・・・20,000円　村上第２学童保育所・・・
20,000円　大和田学童保育所・・・20,000円 小板橋
支会・・・2,000円　タウンハウス一本松すみれ会・・・
20,000円　市民会館・・・2,372円　わいわいクラブ・・・
20,000円　八千代台東学童保育所・・・20,000円

千葉薬樹（株）・・・767円　社会福祉法人 美香会・・・
2,000円　八千代市防犯組合連合会・・・20,000円
千葉土建一般労働組合八千代支部・・・4,350円
米本地区民協・・・20,000円　まるみ商店（コンビニ
エンスまるみ）・・・3,821円　萱田南小学校PTA・・・
2,000円　村上小父親の会・・・2,000円　高津第2・緑ヶ
丘学童保育所・・・20,000円　高津東自治会・高津支会・・・
20,000円　八千代台西小学校PTA・・・2,000円　野村
長寿会・・・2,000円　匿名・・・1,040円　匿名・・・940円
匿名・・・1,040円　匿名・・・960円 ひだまり・・・
10,000円　平田幸司・・・10,000円　八千代市赤十字
奉仕団・・・20,000円　大新上支会・・・2,705円　十和
会・・・20,000円　（社）実践倫理宏正会 佐倉分所・・・
20,000円　新鮮市場マルエイ八千代店・・・52,069円
グレースコート八千代緑が丘・・・2,000円　米本支会
団地班・・・2,000円　小板橋支会・・・2,000円　八千代
市長寿会連合会・・・20,000円

匿名・・・紙おむつ、リハビリパンツ、尿取りパット、
使い捨て手袋、ケアシーツ/30枚、24枚、76枚、100枚、

6枚　匿名・・・リハビリパンツ（L/LL）、尿取りパッ
ト他/42枚、54枚、370枚　高梨道久・・・紙おむつ、尿
取りパット他�/110枚、139枚

ひだまり・・・10,000円　八千代市工場協議会 千葉
県経営者協会八千代支部・・・22,200円

北東支会・・・1,637円　睦支会・・・116,124円　新日
本音楽振興会・・・38,908円　八千代台公民館サーク
ル連絡会一同・・・67,700円　安心安全福祉センター 
岩本正義・・・22,134円　福祉センター１F募金箱・・・
575円　八千代台南地区支会・・・23,380円　八千代
台西北支会・・・807円　エンゼル・・・5,000円　村上
公民館サークル連絡会・・・10,121円　八千代台公民
館まつり参加者一同・・・21,969円　黒川正博・・・
20,000円　小板橋支会・・・4,497円

大和田新田上区・・・600,000円  

平成23年9月8日～平成23年11月30日

善意銀行 寄付金（敬称略）

善意銀行 物品寄付（敬称略）

福祉振興基金寄付金（敬称略）

東日本大震災義援金（敬称略）

東日本大震災義援金（自治体・敬称略）

平成24年 1月23日（月）10：15～15：00（受付開始 9：30）
千葉市文化センター アートホール（千葉市中央区中央2-5-1）
500名　　　【参　加　費】2,000円（資料代）
基調講演「つながりと居場所のある社会を目指して」
北海道大学大学院法学研究科 教授 宮本太郎氏
「つながりと居場所のある社会を目指して ～地域の福祉力を高める実践活動から考える～」
早稲田大学人間科学学術院 教授 田中英樹氏
大阪府社会福祉協議会 常務理事 酒井喜正氏、松江市社会福祉協議会 常務理事事務局長 須田敬一氏、
中核地域生活支援センター海匝ネットワーク 所長 吉野智氏
下記アドレスより申込書をダウンロードのうえFAXにてお申込みください。
URL:http://www.chibakenshakyo.com/　5043-244-5201
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進部 地域福祉推進班
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福センター　1043-245-1102

【日　　時】
【会　　場】
【定　　員】
【内　　容】
【講　　師】
【シンポジウム】
【コーディネーター】
【パネリスト】

【申 込 み】

【問 合 せ】

第37回「県民福祉セミナー」開催のお知らせ
～つながりと居場所のある社会を目指して～
第37回「県民福祉セミナー」開催のお知らせ
～つながりと居場所のある社会を目指して～

昨年より健康について、全4回いろいろなテーマで開催して
きました「健康講座」も今回で最終回となります。この機会
にぜひ健康について一緒にドクターのお話しを聞きながら、
普段疑問に思っている事を伺ってみませんか？

平成24年 2月18日（土）14：00より
八千代台東南公共センター 2階
「脳梗塞の予防と対策」
東京女子医科大学 神経内科　大橋 高志先生
八千代医療センターを支援する市民の会、
八千代市社会福祉協議会、支会長連合会

【日　　時】
【場　　所】
【テ ー マ】
【講　　師】
【主　　催】

市民健康講座開催のお知らせ
～健康は一番の宝物です～

市民健康講座開催のお知らせ
～健康は一番の宝物です～

成年後見制度に関する知識と理解を深めるための市民
向けセミナー及び個別相談の場を設けます。
※相続・遺言の相談にも応じます。

平成24年 2月25日（土）13:00～
福祉センター 4階 第3・4会議室
100名
NPO法人 千葉県成年後見支援センター
八千代市・八千代市社会福祉協議会
NPO法人千葉県成年後見支援センター
15047(494)8687
E-maiil：info@sakuratani-office.com（櫻谷）
または、1047(485)2764　5047(487)6555（馬場）

【日　　時】
【会　　場】
【定　　員】
【主　　催】
【後　　援】
【申 込 み・問 合 せ】

成年後見制度セミナー・相談会の
お知らせ

成年後見制度セミナー・相談会の
お知らせ ご家庭の事情により日中家庭で保育できない小学校1年生から3年生の

児童が放課後、安全に安心して楽しく生活する場を提供するお仕事です。

若干名
平成24年 4月1日 ～ 平成25年 3月31日（更新有）
保育士、又は幼稚園・小学校・中学校教諭免許取得者で55歳位までの方
通　　　常／11:00～19:00
学校休業時／8:00～19:00（2交代制）
土　曜　日／8:00～17:00
八千代市内　　【給　　与】月給16万6千円
日曜日・祝日・年末年始（シフトによる週休2日制）
社会保険完備、交通費規程により支給、有給休暇有
面接
4日以降に電話の上、履歴書（写貼）を1月13日（金）までに持参または郵送
1047-483-3021（担当：学童保育係）

【募集人員】
【期　　間】
【資　　格】
【勤務時間】

【 勤 務 地 】
【休　　日】
【待　　遇】
【選　　考】
【応　　募】

学童保育嘱託指導員募集のお知らせ学童保育嘱託指導員募集のお知らせ

コーヒーと音楽の集い

み・る・くとおんがく

紙芝居・読み聞かせ  ひ☆ろ☆ば

みなさんの参加を

お待ちしています♪

【時　間】13:30～15:30
【会　場】福祉センター 4階  第3・4会議室
【参加費】200円（飲み物代）※当日集金

【時　間】10：30～11：30
【会　場】福祉センター 2階  教養室（和室）
【参加費】200円（1家族）※当日集金

【時　間】14：00～15：30　　【参加費】無料
【会　場】福祉センター 2階 第1会議室

【時　間】13：30～15：30　【参加費】無料
【会　場】福祉センター 2階 教養室（和室） 
 ※障害者福祉センター（保健センター隣）
　 においても毎月第1土曜日13：30から開催中！

【問合せ】
八千代市ボランティアセンター 1047-483-3021
八千代市福祉センター　　　  1047-483-1171

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

今 後 の 予 定

★1月21日（土）

★2月18日（土）  

★3月17日（土）

みんなの福祉センターまつりみんなの福祉センターまつり

は楽しいことがは楽しいことがは楽しいことが  い
っぱい！！

  い
っぱい！！

  い
っぱい！！
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「ふくし八千代」は、市民の皆様にとって便利で分かりやすい情報紙を目指しています。 ご意見ご要望等をお寄せください。


