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ふれあいプラザに掲示し、
ご投票いただいた『ふくしの標語』

が決定しました！
選ばれた作品は、阿蘇地域内で
立て看板として掲示されます。米本小のみなさん

阿蘇中のみなさん

米本南小のみなさん

県立八千代東高等学校のみなさん

【参加校・参加者】阿蘇小学校・米本小学校・米本南小学校・阿蘇中学校・県立八千代東高等学校・阿蘇北部支会・米本支会

たくさんのご応募をありがとうございました！！

おたがいに　こころかよわせ　つながろう
阿蘇小　　1年　山野 優奈さん

「ありがとう」　えがおうまれる　まほうだよ
阿蘇小　　2年　松尾 菜々葉さん

たすけあい　まちの人たち　きずな生む
阿蘇小　　4年　斉藤 愛奈さん

ぼくがわらえば　みんながわらう
米本小　　1年　西 楓月さん

ぼくたちは　きずなの力で　生きている
米本小　　4年　竹村 夢輝さん

これからも　なかよくいっしょに　生きようよ
米本小　　5年　川田 雄太さん

言われたい　言葉は　まずは　自分から
米本南小　4年　垣野 駿介さん

だいじょうぶ、君は一人じゃ　ないからね。
米本南小　5年　片岡 雅さん

「ありがとう」「ごめんなさい」　素直な気持ちで　伝えよう。
米本南小　　5年　田村 元さん

さしのべよう　その手を誰かが　待っている
阿蘇中　　　3年　嶋田 里奈さん

「ありがとう」　たった一言　温かい
阿蘇中　　　3年　松澤 郁実さん

人と人　その懸け橋は　助け合い
阿蘇中　　　1年　佐藤 綾音さん

忘れない　ふれあい　かけあい　たすけあい
八千代東高　3年　大西 雪代さん

助けあおう　ヘルプのサインを　見のがすな！
八千代東高　2年　荒井 姫子さん

地域の子　手をたずさえて　育てよう
一般　　　　 　　佐藤 美恵子さん

阿蘇小のみなさん

「ふくしの標語」下記16名の方に決定いたしました！

温かな「ことば」
届きました！

自分より　周りを気づかう　おばあちゃん　今も昔も　私のあこがれ
八千代東高　3年　　松 瀬里奈さん
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心温まる『ふくしの標語（阿蘇地域）』が決定しました！！

新年あけまして、おめでとうございます。



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

副会長 紹介

　新年明けましておめでとうございます。皆さま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12月16日に衆議院選挙がおこなわれて

新政権が誕生いたしましたが、経済環境も、厳しい状況にあり、国内の雇用

の衰退はもちろんのこと中国との尖閣諸島問題をはじめとして国の外交

施策においても日本を取り巻く状況は不安要素に満ちているのが現状で

あります。

　また、急速な少子高齢化や人口減少の進行、地域社会においては住民間

のつながりの希薄化といった課題も深刻化いたしております。

　このような中で、当社会福祉協議会としては、「人間味ある地域づくり、

人づくりを目指して」を基本理念におき、第2期経営改善強化計画を作成し、

福祉支会活動の活性化・在宅福祉サービスの充実強化等を重点目標として、

事業を推進いたしました。

　今後も行政、自治会連合会、民生児童委員協議会をはじめとした、関係

福祉団体と連携を図りつつ、「誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる

わが街八千代市」を目指してまいりますので、本年も市民各位のご支援を

賜りますようお願いを申しあげますとともに、幸多き年でありますよう

心よりお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。
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※平成24年12月20日現在

募金名 募 金 額

4,169,358円

445,005円

4,614,363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

中間報告歳 末 た す け あ い 金募

　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、皆さまからの心の
こもった温かいお気持ちと、ボランティアの皆さまのご協力により活動を展開しております。
　皆さまから寄せられた温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、皆さま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（お見舞い品）や地域福祉を推進する
活動のために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。

「赤い羽根共同募金」及び「歳末たすけあい募金」の募金箱を設置していただきました！！

中間報告赤 い 羽 根 共 同 募 金

じふんの町を良くするしくみ
～皆さまの温かい気持ちにささえられ～

募金名 募 金 額

6,527,661円

223,829円

418,827円

戸 別 募 金

街 頭 募 金

学 校 募 金

募金名 募 金 額

※平成24年12月20日現在

183,227円

591,727円

2,591,013円

職 域 募 金

その他募金

法 人 募 金

合 計 10,536,284円

ありがとう
ございました！

●ヘアーサロン エヴァ
●（株）白光舎 勝田台7丁目営業所
●うのクリニック
●明治ゴルフ
●まるやま食堂
●パチンコ ニュースター3
●中華 さくら亭
●和 ～のどか～
●イオン 八千代緑が丘店
●はばたき職業センター
●千葉ジェッツ（株式会社ASPE）
　 ※市民体育館での試合にて設置

1047-481-0898
1047-483-4079
1047-481-1929
1047-450-0231
1047-450-2257
1047-480-5181
1047-488-2257
1047-405-3665
1047-458-5211
1047-488-8813
1047-401-4084

村上4499
勝田台7-26-15
勝田台2-12-9
大和田新田1147
大和田新田1
佐山1838
米本2584
村上南4-9-25
緑が丘2-1-3
米本2429-10
船橋市西船4-19-3
西船成島ビル4F

設置ご協力企業・団体様（敬称略）
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社会福祉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ー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、
地域の皆さま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・企業・商店などの多くの皆さま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。
　皆さま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。
　社会福祉協議会の活動をご理解いただき、ひとりでも多くの皆さまが社協会員になっていただけるようお願いいた
します。

●会員の皆さま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

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

普通会費＝
特別会費＝
法人会費＝
団体会費＝
名誉会費＝

一般世帯の皆さまについては、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。
福祉関係に属する個人（民生委員・児童委員・センターサークル・社協の理事・評議員・職員など）
企業・商店・施設（赤い羽根などで法人募金の協力団体）
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）
特に会長が認めた会員

●会員の区分 社協会員には次の5つの種類があります

「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、今回は皆さま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。

？？社会福祉協議会の会費って
実は皆さまの生活に直結した地域活動に使われています！！

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。）
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　会員の募集は、年間を通して行っていますが、毎年6月～8月を会員募集取り組みの強化月間として、市内の各町会・
自治会・各種団体・企業・商店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

普 通 会 費

特 別 会 費

法 人 会 費

団 体 会 費

名 誉 会 費

7,773,296円

266,000円

715,000円

270,000円

60,000円

　平成24年度社協会費につきましては、多くの皆さまからご協力
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まには、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 9,084,296円でした。

●平成24年度 12月現在の社協会費の報告

※平成24年度 12月20日現在

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温まる年末・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す。「会員会費」は、社会福祉協議会の自主事業全て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られます。

A.

Q2. 『寄付』ではなく、『会費』と呼ぶのには意味があるの？
　自分たちのために自分たちで出し合い、自分たちで使う。それが社協会費です。
　委託費や補助金はそれぞれ使用目的が決められています。委託費は、市などの自治体の事業を社協が
委託を受けて行う時に係る必要経費を委託金として受け取るものです。補助金は、市民の暮らしをより良く
しようとする社協の活動や事業を支援するために市などが補助しているお金のことです。
　社会福祉協議会は、地域福祉推進の中心的な役割を果たす団体として『社会福祉法』という法律に位置
づけられ、『安心して豊かな気持ちで暮らせる地域』を行政とともに、市民の側からもつくっていくことを推し
進める組織です。

A.

Q5. なぜ社協会費を自治会が集めるの？
　地域での助け合い・支え合いが会員募集の根幹と考えています。このため、全世帯加入の会員制度を目標
に地域福祉を『住民自らの手で実現』に向け、どのような問題や課題があって、どのような福祉サービスが
必要かを把握しなければなりません。
　こうしたことから社会福祉協議会の理事・評議員には、自治会長様をはじめ、福祉団体やボランティア団体
など、地域の代表者の方々に事業活動や予算、運営について参画していただいております。役員として、
また地域福祉の推進者として社協会費の取りまとめにも自治会長様にはご協力をお願いしております。

A.

Q3. 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？

　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、会員と非会員との対応への差別もして
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り、皆さま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ものです。

A.

Q4. 会費は強制なの？
　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【任意】のものです。

A.
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～こんな時は成年後見、不安を安心に～

第31回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会結果報告

▲風間実行委員長から櫻井会長へ基金の贈呈

成績発表
（敬称略）

《一般の部》

茂呂 剛

萩原 正次

蜂谷 実

1位

2位

3位

《シニアの部》

中台 聡

杉浦 清

若狭 弥一

1位

2位

3位

《アンダー40の部》

古川 準悟

松倉 年繁

小川 昭信

1位

2位

3位

《女性の部》

漆間 洋子

湯浅 恵理子

稲増 泰子

1位

2位

3位

　平成24年10月5日（金）中山カントリークラブに於いて、「第31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。
　当日は晴天に恵まれ、参加者160名の皆さまより温かいチャリテ
ィーのご協力をいただき、社会福祉協議会の福祉振興基金へ70万円
のご寄付をいただきました。福祉振興基金の果実（利息）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。
　25年度も開催を予定しておりますので、皆さまのご参加をお待ち
しております。

八千代市社会福祉協議会 TEL/047-483-3021　【住　所】大和田新田312-5

相談会予約・お問合せ お電話か直接、社会福祉協議会窓口へ

母の
預金通帳の
管理が心配

知的障害を持つ
子どもの事が
心配

認知症で施設の
入所契約が
心配

詐欺商法で
財産が奪われたら
どうしょう…

成年後見セミナー開催

講師協力/NPO法人千葉県成年後見支援センター

【日 時】
【内 容】

【場 所】

【対 象】

2月28日（木） 14：00～16：00
セミナー（予約不要）14：00～15：00
●成年後見とはどんな制度？（概要説明）
●具体的ケースで考える成年後見！
相談会（要予約）15：10～16：00　先着10名
八千代市福祉センター4階 第3・4会議室
大和田新田312-5（市役所隣）
市内在住または在勤の成人
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フードバンクとは、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廃棄
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。食品ロスを削減し、企業や個人の社会貢献を推進することで、食品確保が困難な方々の役に立つという新しい食のリサイ
クルの形であり、また食のセーフティーネットとしても注目されてます。日本では、年間約2,000万トンの食品が廃棄され、その中
にはまだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が500～800万トンもあると言われています。一方で、経済的な理由で家
族が必要とする食料が買えなかった経験を持つ世帯は全世帯のうち15.6％にのぼります。こうした矛盾を少しでも改善するた
めにも、両者の間の橋渡しとして、安全に正しく食品を届ける役割を『フードバンクちば』が担っていきたいと考えています。多く
の皆さまのご理解とご支援、およびご協力をお願いいたします。

　この度『フードバンクちば』では地域の諸団体のご協力の
もとフードドライブ（余剰食品の回収）を開催します。ご家庭で
余っている食品、不要な食品等があればぜひご寄贈ください。
　フードドライブでいただいた食品は、主に福祉施設や地域で
困窮する個人の方の支援に活用させていただきます。
　ご協力いただける場合は、下記の回収場所まで回収期間内に
食品を直接お持ちいただくか、フードバンクちばまでお送りくだ
さい。皆さまのご協力をお願いいたします。

フードバンクとは？

ご家庭に眠っている食品大募集！
フードドライブ（余剰食品の回収）を開催します。

【主 催】
【期 間】

【受 付】

フードバンクちば（千葉市稲毛区緑町1-25-11-101）
2013年1月15日（火）～2月28日（木）
※土・日・祝はのぞく
平日/9：00～17：00

●ご寄付いただきたい食品
　お米、パスタ、乾物（のり・豆など）、保存食品（缶詰、瓶詰等）、
　フリーズドライ食品、インスタント食品、レトルト食品、
　ギフトパック（贈答品の余剰等）、調味料各種、食用油、
　飲料（ジュース、コーヒー、紅茶）など
　※常温で保存可能で、賞味期限が1カ月以上あるもの

●回収場所
　八千代市社会福祉協議会 八千代市福祉センター1階
　（八千代市大和田新田312-5）
●送付先
　フードバンクちば
　（〒263-0023 千葉市稲毛区緑町1-25-11）
　※なお送料は自己負担でお願いします。
●ご寄付や協賛金のお願い
　ご協力には下記郵便振替口座をご利用ください。
　口座名義/ フードバンクちば
　口座番号/00150-2-652117 

【お問合わせ】フードバンクちば
TEL/043-375-6804
FAX/043-242-8900
Email fbchiba@jigyoudan.com
HP http://foodbank-chiba.com/

▲前回のフードドライ
ブで寄贈いただいた食

品

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

60
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「ふくし八千代」は、市民の皆さま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。

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

（株）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
毎週火・木曜日

（1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）

勝田台学童保育所…20,000円　高津学童保育所…20,000円
高津第2学童保育所…60,000円
八千代台学童保育所…20,000円
野村自治会…20,000円　村上東地区民協…29,000円
勝田台公民館 主催講座1歳児親子学級…88円
勝田台南学童保育所…20,000円
睦学童保育所…20,000円　高津自治会…20,000円
ゆりのき台第2学童保育所…20,000円
宮崎 久子…2,000円　八千代ゴルフクラブ…6,500円

八千代台西口商店会…1,304,315円　大新上支会…14,505円
テラス八千代台自治会…2,000円　福祉センター…5,484円
(福)八千代市身体障害者福祉会…20,000円
村上第2学童保育所…20,000円
八千代台西学童保育所・八千代台東学童保育所…20,000円
小板橋支会…2,000円　　千葉薬樹㈱…353円
伝承館 ゆいの会…20,000円　　松本 孝子…30,000円
八千代市戦没者遺族会…40,000円
(福)八千代美香会…2,000円　　大和田学童保育所…20,000円
八千代市民生児童委員協議会連合会主任児童委員…20,000円
萱田南小学校ＰＴＡ…2,000円　　平田 幸司…10,000円
雀きち…5,300円　　北東長寿会…20,000円
新木戸小学校父親の会…2,000円
村上小学校父親の会…2,000円
八千代台西北地区民協…40,000円
八千代市更生保護女性会…20,000円
八千代市赤十字奉仕団…60,000円
新川会…2,000円　八千代台西小学校PTA…2,000円
太田 清子…20,000円　勝田台地区民協…20,000円
八千代市長寿会連合会…20,000円
米本第二学童保育所…20,000円

匿名…碁石盤・碁石/一式　　匿名…お米/30kg
太田 清子…紙おむつ（Ｍ）・（Ｌ）・尿取りパッド・口腔ケア
スポンジ/各182枚・26枚・228枚・50本
飯田 直人…紙おむつ（Ｍ）・リハビリパンツ（Ｍ）・リハビリ
パンツ（Ｍ～Ｌ）・尿取りパッド・おしり拭き・食事用エプロン/
各20枚・66枚・66枚・96枚・1,584枚・1枚
匿名…紙おむつ（Ｌ）・リハビリパンツ（Ｍ）・リハビリパンツ（Ｌ）・
シャツ・尿取りパッド・フラットタイプ・パジャマシャツ・
パンツ/各16枚・12枚・16枚・3袋・154枚・24枚・2枚・1枚
匿名…リハビリパンツ・尿取りパッド・ルームパンツ・車イス/
各32枚・68枚・2袋・1台
匿名…尿取りパッド/4袋　　斉藤 進…紙おむつ/3箱
田中 喜代子…紙おむつ/2箱

（株）ウエノ石材工業…200,000円
第31回 福祉振興基金チャリティーゴルフ実行委員会…700,000円
八千代市工場協議会千葉県経営者協会 八千代支部…32,360円

（社団）実践倫理宏正会佐倉分所…20,000円

善意銀行 物品寄付 （敬称略）

福祉振興基金 寄付金 （敬称略）

困った時は相談所へ！！ 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。

成年後見制度研修会のお知らせ

紙芝居・読み聞かせ  ひ☆ろ☆ば33 土曜日土曜日土曜日毎月第毎月第毎月第 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！！

【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

今 後 の 予 定

★1月19日（土）

★2月16日（土） 

★3月16日（土）

みんなの福祉センターまつり＋1みんなの福祉センターまつり＋1
プラスワンプラスワン

絵手紙 ふうせん
【時　間】
【会　場】
【参加費】
【内　容】

10：00～12：00
福祉センター1階 ボランティアセンター
無料
四季折々の身近なモチーフを絵手紙に添えての作品制作。
作成した絵手紙は福祉センター4階 第3・4会議室に掲示します。

【時　間】
【会　場】
【内　容】

14：00～15：30　　【参加費】無料
福祉センター2階 第1会議室
紙芝居と絵本の読み聞かせの夢のコラボ！
ハーモニカ演奏で一緒に歌いましょう。

ロータスクラブ
【時　間】
【参加費】

13：00～15：30　【会　場】福祉センター1階 ボランティアセンター
無料　　【内　容】古切手（使用済切手等）の回収整理。

ハサミを使用して、古切手をきれいにします。整理された切手は地域の
福祉活動・医療援助・海外援助等で活用されます。
※ふれあいプラザにおいても毎月第2・4木曜日10:00～活動中

みなさんの参加をお待ちしています♪

コーヒーと音楽の集い
【時　間】
【会　場】
【参加費】
【内　容】

13：30～15：30
福祉センター4階 第3・4会議室
200円（飲み物代）※当日集金
皆さんと一緒にコーヒーを飲み
ながら語らい、歌を歌いながら楽
しいひと時を共有します。

み・る・くとおんがく
【時　間】
【会　場】
【参加費】
【内　容】

10：30～11：30
福祉センター2階  教養室（和室）
200円（1家族）※当日集金
童話や子供向けの歌を歌ったり、紙芝居・絵
本の読み聞かせやゲームをして遊びます。
たくさんのおもちゃの用意もあります。

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院
【時　間】
【会　場】
【内　容】

13:30～15：30　【参加費】無料
福祉センター2階 教養室（和室）
おもちゃを通じて心のふれあいが
出来る場所です。おもちゃの貸出
修理・子育て相談も行っています。

※障害者福祉センター（保健センター隣）でも毎月第1土曜日13:30～開催中

あたたかいご寄付
ありがとう
ございました

あたたかいご寄付
ありがとう
ございました

平成24年9月1日～平成24年11月30日

京都府南部豪雨災害義援金
平成24年 8月20日～平成24年 9月28日

敬称略

福祉センター募金箱

ふれあいプラザ募金箱

2,160円

1,024円

自治会・団体名 義援金

合計金額…3,184円

（自治会）敬称略

米本団地自治会 3,643円

自治会名 義援金

合計金額…3,643円

東日本大震災義援金
平成24年 9月1日～平成24年 12月6日

（団体）敬称略

ふれあいプラザ募 金箱

八千代台公民館まつり 参加者一同

黒川 正博

八千代市土地改良事業推進協議会

1,856円

11,379円

20,000円

24,572円

個人・団体名 義援金

合計金額…57,807円

善意銀行 寄付金 （敬称略）

県民や福祉関係者を対象に、落語など
でおもしろおかしく成年後見制度の概要や
職務を学び、制度の利用
の推進を図ります。

【日　時】
【会　場】
【定　員】
【申　込】
【締　切】
【申込書配布場所】

【申込・問合せ】

2月24日（日） 13：20～16：30
千葉市生涯学習センター（JR千葉駅東口または北口から徒歩8分）
300名（申込先着順）
申込書をFAXまたはE-ｍａｉｌで送信（定員を越えた場合もご連絡します）
2月14日（木）必着　　　【資料代】500円

各社会福祉協議会、各市町村行政等、千葉県社会福祉協議会
千葉市社会福祉協議会、千葉司法書士会のＨＰからもダウン ロードできます。
千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター　〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
TEL/043-204-6012　FAX/043-204-6013　 E-mail  smil@chibakenshakyo.com


