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当日チーバくんとやっちも来ます！
来館者には飲み物の
サービスもあります。

【開催日時】

【記念講演】

【 情 報 】

平成25年 8月4日（日） 10：00～16：00
（記念講演は11：00、ふれあいパークは12：00より開催します）

「私の水泳人生」 ～素敵な人たちに支えられて～
11：00～12：00　4階第3会議室
講師 中村礼子さん

詳しくはふれあいプラザのブログをご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/fure_i_pla

八千代市ふれあいプラザ創立20周年記念事業

「ふれあいフェスタ」開催！「ふれあいフェスタ」開催！「ふれあいフェスタ」開催！
　おかげさまで八千代市ふれあいプラザは今年20周年を迎えました。
　そこで、日頃の感謝とこれからも引き続きご支援をいただきたいという想いを込め、
8月4日（日）に記念事業「ふれあいフェスタ」を開催します。
　当日は、アテネ・北京オリンピック競泳（背泳ぎ）銅メダリストの中村礼子さん（写真）の

講演会や市内福祉施設による作品の展示・販売、ボランティアによる演奏、祭り寿司の体験、
手作りパンの販売他、お子様からお年寄りの方まで楽しんでいただけるイベントを多数
ご用意しておりますので是非遊びに来てください。
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１. 法人運営事業　理事会・評議員会を開催し、事業報告及び資金収支決算、規程の改正、平成25年度事業計画及び資金収支予算について審
議いたしました。また、第2期「経営改善・強化計画」の内部評価会議を開催し担当理事による指導、評価を受けました。
　10月には、県の指導監査を受け、指摘事項の改善を行い健全な法人の運営に努めました。
　平成25年度からの新会計基準移行に向け、研修会への職員参加や関係機関等との打合せなどの準備を進めてまいりましたが、第2回理事会・
評議員会において新会計基準に基づく資金収支予算が承認されたことにより計画どおり移行することができました。

２. 福祉支会（地区社協）の機能強化　福祉支会では、支会長会議をはじめ、世代間交流事業、食事サービス事業、福祉教育、ふれあいサロ
ンなど広く事業を展開してまいりました。
　今年度2年目を迎えた阿蘇地区の｢パッケージ型福祉教育」では、共通の取り組みとして各学校より福祉の標語を募集し、各学校3本を選考し
看板を作り各地区に掲示しました。地域の目にとまるよう通学路等に設置しました。

3. ボランティア活動の推進　ボランティアセンター運営委員会の更なる強化・充実を目指し多様な分野から委員としてご参加いただき、
新規事業計画（救急医療情報キットやリサイクルＢＯＸ等）についての検討を開始しました。また、運営委員自らが講師となり年間を通じて開催
した「あなたも絵本作家！講座」、勉強会、イベント等ボランティア活動の推進に積極的にご協力いただき、充実したボランティアセンターの
運営を図ることが出来ました。
　ボランティア活動の拠点の確立につきましては、ボランティアセンター内での登録・斡旋に留まらず市内の様々な機関や施設等へポスター
掲示やチラシの配布の依頼を行い、イベントのＰＲ、ボランティア活動への参加の呼びかけを積極的に行いました。また、毎月第3土曜日に開催し
ている「みんなの福祉センターまつり」において、誰もが気軽にボランティア活動に参加・体験できるコーナー（絵手紙作成、古切手の整理）を開設
し、新たに「みんなの福祉センターまつり＋１」としてイベントを行った結果、延べ400名以上の参加がありました。更に、企業や各種団体等からの
要請により、ボランティア講座を開催し、ボランティアセンターのPR及びボランティアの養成に努めました。
　災害ボランティアセンター立ち上げ訓練につきましては、災害に関する様々な講座に参加し事前知識の習得を行うと共に、ボランティア
グループである「防災ボランティア八千代」及び八千代市総合防災課と定期的に打ち合わせを行いながら災害に応じた各種訓練に参加しまし
た。また、日本防災士会、SLネットワーク、八千代市消防本部、市内郵便局等、様々な防災関係機関と連携を図るための意見交換を行い、同時に防災
グッズ（ビブスや移動式救助工具セット等）の購入、訓練実施に向けての準備に取りかかりました。
　その他、社会福祉協議会同士のネットワークを活用し、千葉県社会福祉協議会や船橋市社会福祉協議会、荒川区社会福祉協議会、山梨県笛吹
市社会福祉協議会等と連携を図りながら、新規事業検討、イベント時協力、研修機会の提供、情報交換等を行いました。移送サービス事業につき
ましては、200件を超える運行実績がありました。特に通院での利用が増加し、走行キロ数は前年度を500ｋｍほど上回りました。また、前年度に
引き続き、千葉県個人タクシー協会よりモニター依頼があり、アドバイザーとして1年間協力しました。

4. 在宅福祉サービスの充実強化　福祉サービス利用援助事業につきましては、利用者本人の相談や希望を尊重し、民生委員や地域包括
支援センターなどと相談を重ねながら利用者にとって最適と思われる支援を行いました。
　また、成年後見制度についての相談も多く、千葉県後見支援センター等の関係機関へ引き継ぎをするとともに、市民の方を対象に成年後見
制度についての講習会を4回にわたり開催し、後見制度についての必要性を広く呼びかけました。
　善意銀行事業では昨年に引き続き、市民の方からご寄付いただいた紙おむつを有効活用し、利用者及び介護者の要望に幅広く対応するよう
努めました。
　また、善意銀行の中で平成20年度より制度と制度の狭間を埋めるサービスのひとつとして先駆的に取り組んでまいりました介護ベッド貸出
事業は同様なサービスを行う事業者の増加により平成24年度3月末を持ちまして廃止することといたしました。
　資金貸付業務につきましては、貸付相談員を継続して設置し、2,345件の相談・支援、115件の貸付を行いました。また、償還開始後に滞納と
なっている世帯に対し定期的に連絡を行い、民生委員との連携を図りながら状況把握に努め、生活改善の支援を行いました。更に長期にわたり
償還困難となっている世帯につきましては千葉県社会福祉協議会と連携し、事務手続きを行いました。
　また、新たな取り組みとしまして、「ワーカーズコープちば」を母体とする、「フードバンク」と連携を図り、余剰食品の回収窓口となり、福祉施設や
団体、生活困窮者等に無償で食品を提供する活動に協力しました。

5. 自主財源の確保　自主財源の確保につきましては、各自治会を通じて、「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」の
実現に向けて、普通会費・特別会費・法人会費・団体会費・名誉会費納入の協力を依頼し、会費など自主財源の確保に努めました。また、会費の使途
について、広報紙やホームページなどを通じて周知を図り、目的と事業趣旨に対する賛同者が増えるよう努めました。

6. 受託事業及び指定管理事業　学童保育事業につきましては、指導員で構成する学童保育指導員会において様々な研修を開催し、保育
の質の向上を図るとともに、児童が楽しく安心して過ごせる生活の場の提供に努めました。
　八千代市福祉センター及び八千代市ふれあいプラザの管理運営につきましては、市の指定管理者として3期目の管理を開始しました。市民の
利便性や満足度の向上、安心安全な施設運営を念頭に、設置目的である高齢者の健康の維持増進、地域福祉活動の推進等を図ることを達成する
ために事業を実施、展開しました。
　八千代市福祉センターでは毎月第3土曜日に実施していた「みんなの福祉センターまつり」をボランティアの協力により拡大、充実させ、昨年度
より800名以上多い来館者を迎えることが出来ました。また、八千代市赤十字奉仕団の寄贈により新規にAEDを設置し、一次救命処置の標準実
技、AEDを用いた除細動、心肺蘇生を職員研修として行い、緊急時に備えました。八千代市ふれあいプラザでは、新規事業としまして「千葉県民の
日記念イベント」を実施し、千葉県と八千代市に関するクイズや「チーバくん」とのふれあいコーナーを設置し、楽しみながら自分たちの住むまち
について学ぶ機会を提供し、約170名の来館者がありました。さらに、八千代市環境保全課協力のもと、八千代市ふれあいプラザの立地環境を
活かし実施した「自然観察会＆ボランティア育成講習会」につきましては、環境保全課主催のシンポジウムで報告、PRを行い、福祉の枠に捉われ
ない新しいネットワークの構築に努めました。
　また、利用者ニーズを把握するために、今まで実施していたアンケートに加え、八千代市福祉センター及び八千代市ふれあいプラザともに、
「利用者会議」を実施しました。会議は利用者ニーズの把握にとどまらず、担当者からの現状報告、意思疎通を図る機会となり管理運営を行う
上で非常に貴重な交流を図る機会となりました。

　わが国では、少子高齢化の進行や地域活動の衰退、依然として厳しい雇用情勢を背景に、孤独死や虐待などの福祉の
課題が深刻化し、社会福祉協議会においても様々な対応が求められております。
　こうした中で当協議会では、第2期の｢経営改善・強化計画」を策定し、更なる検討を続け事業を展開してまいりました。
　事業につきましては、以下の通りです。

平成24年度  事 業 報 告平成24年度  事 業 報 告平成24年度  事 業 報 告
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社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会 平成24年度 事業収支決算書

公益事業特別会計【収入の部】 （単位：円）

受託金収入
収　　　入　　　計

32,555,708
32,555,708

介護保険認定調査事業受託金 
勘　定　科　目 金額（円） 摘　　　　　　　　要

【支出の部】 （単位：円）

人件費支出
事業費支出
会計単位間繰入金支出

支　　　出　　　計
当期活動収支差額

28,061,398
2,394,250
2,100,060

32,555,708
0

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等
福利厚生費、旅費交通費、消耗品費、燃料費、修繕費、業務委託費、保険料、光熱水費等
会計単位間取引 
 
当期損益 

勘　定　科　目 金額（円）

収益事業特別会計【収入の部】 （単位：円）

受託金収入
事業収入

収　　　入　　　計

173,821,000
165,809

173,986,809

福祉センター管理運営事業受託金、ふれあいプラザ管理運営事業受託金 
販売収入・自動販売機手数料 

勘　定　科　目 金額（円） 摘　　　　　　　　要

【支出の部】 （単位：円）

※事業収支決算書は当年度の損益を表す財務諸表です。

売上原価
人件費支出
事業費支出
会計単位間繰入金支出
法人税、事業税及び地方法人特別税

支　　　出　　　計
当期活動収支差額

42,840
46,905,850

122,627,630
3,572,083

206,700
173,355,103

631,706

前期在庫商品・商品仕入 
基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等 
光熱水費・手数料・租税公課・雑費等 
会計単位間取引 
法人税、事業税、地方法人特別税 
 
当期損益 

勘　定　科　目 金額（円）

一 般 会 計【収入の部】 （単位：円）

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
市町村受託金収入
県社協受託金収入
助成金収入
事業収入
共同募金配分金収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

収　　　入　　　計

10,405,636
4,812,575

110,929,888
206,214,133

1,431,000
100,000

1,254,750
13,763,387
14,228,245
2,544,725
5,672,143

21,831,127
393,187,609

普通会費、特別会費、法人会費、団体会費、名誉会費 
善意銀行、福祉振興基金 
市補助金（法人運営事業）県補助金（生活福祉資金相談員補助金） 
学童保育事業受託金 
生活福祉資金及び老障資金貸付事業受託金 
地域ぐるみ福祉振興基金助成金 
福祉サービス利用援助事業・移送サービス事業利用料収入、広告料収入 
県共同募金会配分金（赤い羽根・歳末たすけあい） 
ボランティア保険集金代行事務費収入等 
預金利息等 
会計単位間取引 
一般会計経理区分間取引

勘　定　科　目 金額（円） 摘　　　　　　　　要

（単位：円）【支出の部】

人件費支出
事務費支出
事業費支出

助成金支出

共同募金配分金事業費支出

経理区分間繰入金支出
引当金繰入
減価償却費

支　　　出　　　計
当期活動収支差額

323,518,056
6,033,523

13,837,475

14,828,534

11,022,791

21,831,127
△ 2,042,570

1,091,615
390,120,551

3,067,058

基本給、諸手当、社会保険料、労働保険料等
福利厚生費、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料等 
消耗品費、燃料費、修繕費、業務委託費、保険料、光熱水費等 

民生・児童委員活動費助成、保護司・人権擁護委員活動費助成、戦没者遺族会助成、
ボランティア活動助成、地域福祉支会助成、福祉教育活動促進事業助成 
障がい児・者福祉活動費助成、自治会助成等 

＜一般募金配分金事業＞
老人福祉活動費、障がい児・者福祉活動費、児童青少年福祉活動費、福祉育成援助 
活動費、ボランティア活動育成事業費、心配ごと相談事業費 

＜歳末たすけあい配分事業＞ 
要保護世帯、準要保護世帯、身体障がい者（児）、知的障がい者（児）
精神障がい者（児）、紙おむつ支給事業、福祉施設助成、福祉団体助成 
福祉支会助成、防災グッズ配布、食事サービス事業等 

一般会計内経理区分間取引 
退職給与引当金繰入 
固定資産減価償却 
 
当期損益 

勘　定　科　目 金額（円） 摘　　　　　　　　要
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　日本の社会福祉の仕組みは、戦後に形づくられ、国は児童及び身体障がい者、生活保護並びに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されました。また、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。
　この力を束ねることによって、住民側からの自主的なコミュニティーづくりが意図的に進められるよう、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が創られ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。住み慣れた地域の中で、家族や友人、そして隣近所の人たちとより良い関係の中
で『ふれあいのある生活』を送ることは、すべての人々にとって共通の願いだと思います。その願いを大切にしている社会   
福祉協議会では、私たち一人ひとりが地域福祉の主役として、地域社会の風土と支え合いの仕組みを住民自らの手で取り
組めるよう先駆的な役割を担っております。
　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。
このほかにも共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい募金）配分金や寄付金、そして会員会費といった収益事業を実施し、地域
福祉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が円滑に実施されるよう、年間
を通じて自治会や各種団体、会社・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
　「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」 を目指して

　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、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にご理解いただき、一人でも多くの皆さまが社協会員に加入いただきますようご協力をお願い  
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

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

社会福祉協議会のシンボルマーク
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。）

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！！

？？社会福祉協議会の会費って

次号（10月1日）にて皆さまからご協力いただいた「会費」が、
どのような事業に使われているか、詳しく紹介します。
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開催日時 平成25年 7月6日（土）･7日（日）・8日（月）
9：00～16：00（最終日/9日のみ15：00迄）

開催場所 八千代市福祉センター　TEL/047-483-1171

共　　催 八千代市福祉センターサークル連絡会
八千代市長寿会連合会

第29回

NONO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

サークル名サークル名 発表内容発表内容
将棋サークル 将棋対局

華の会 活け花
12 もみじ会 民謡

囲碁サークル 囲碁対局
五十鈴会 フォークダンス仏像サークル 仏像彫刻（木）
サークルあじさい 水彩画きのえね書道会 書道
楽謡会 民謡萩の会 木彫り彫刻
さくら会 カラオケコスモス会 パッチワーク、編み物
悠遊川柳会 文芸川柳八千代吟友会 詩吟
サザンブリーズ フラダンス

りんどう 帯締め、ブローチ、
ネックレス、人形、根付 月見草の会 大正琴の演奏

写団光友 写真展示・写真教室福祉芸能部 民謡、新舞踊
あすなろ会 お茶席なすび会 水墨画
長寿会連合会 書、絵画、写真、手工芸 他すみれ会 パンフラワー展示

※まつり開催に伴い、7月5日～8日まで、個人利用（機能回復訓練室）はできなくなりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

福祉センターまつり開催のお知らせ福祉センターまつり開催のお知らせ福祉センターまつり開催のお知らせ

福祉センターサークル・長寿会連合会の素敵な作品の数々や
華麗な演技は必見です(＾＾)

福祉センターを利用しているサークルと長寿会連合会が合同で
演技や作品を発表いたします。
市民の皆様のたくさんのご来場を心よりお待ちしております。

福祉センターを利用しているサークルと長寿会連合会が合同で
演技や作品を発表いたします。
市民の皆様のたくさんのご来場を心よりお待ちしております。
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平成25年10月4日（金）　雨天決行
中山カントリークラブ
21,000円（プレー費、パーティー費、昼食代、寄付金含む）
※当日キャンセルの場合はプレー費のみの返金となります。
200名（競技者）※先着順
7月1日（月）9：00より電話にて受付いたします。
 （直接福祉センターへのご来館にてご予約も可能です。）
※おひとり様でも参加できます。
八千代市社会福祉協議会　総務課 ☎047-483-3021
第32回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会実行委員会
八千代市・福祉協力団体・（株）中山カントリークラブ

【開 催 日】
【会　　場】
【参 加 費】

【定　　員】
【申 込 み】

【問合せ先】
【主　　催】
【後　　援】

32
回

第

ゴルフ大会開催ゴルフ大会開催ゴルフ大会開催

福祉振興基金

ーャ ィリチ テ

ふくし祭り むつみふくし祭り むつみふくし祭り むつみ

毎年恒例！

開催日時 平成25年 7月27日（土）※小雨決行
開催場所 八千代市睦スポーツ広場
主　　催 八千代市社会福祉協議会 睦支会

第28回

JA

山田うどん
デイリー
ヤマザキ

農免道路

セブンイレブン

農業会館

至ゆりのき台

至麦丸

至緑が丘

至Ｒ16

至工業団地

睦中
睦小

中山
カントリー
クラブ

睦スポーツ
広　場

金魚すくい・かき氷・わたあめ・焼きとり
焼きそば・フランクフルト・たこ焼き
ラムネほか冷たい飲み物
おもちゃコーナー
ゲームコーナー・子どもみこし

成田ゆめ牧場からミニ動物園もくるよ♪
時間 14：00～18：00

ポニーにのってみませんか？（未就学児対象）

12:30
15:00

17:00
18:00

20:00

開　場
演芸交流会（当日受付）カラオケタイム 睦北保育園
歌謡ショーなど式典
盆踊り大会
打ち上げ花火
閉　会

楽しみいっぱい♪

プ ロ グ ラ ムプ ロ グ ラ ム



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

　私たちが発行している広報誌「ふくし
八 千 代」は、年 に4回（5, 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、皆様の会社
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 下 さ い。担 当 者 が
料金、デザイン等のご説明・
ご相談にお伺い致します。

「ふくし八千代」に
広告を載せてみませんか？

地域振興課　地域係
TEL047-483-3021　FAX047-483-3083

お問い合わせ先

7

八千代市学童保育所紹介の
「写真と作品展示会」開催

「学童って楽しいよ」「学童って楽しいよ」「学童って楽しいよ」

第38回 学童保育
「ドッチボール大会」開催

【展示期間】
【展示場所】
【問 合 せ】

9月20日（金）～26日（木）
東葉高速鉄道　八千代緑が丘駅構内
※詳細は、ゆりのき台学童保育所まで
1047-487-5644

　八千代市社会福祉協議会では市内に
17か所の学童保育所を管理運営しています。
　小学校1年生から4年生までの児童が
放課後の時間を楽しく過ごしています。

8月27日（火）
午前10：00～午後3：00
八千代市市民体育館

【開 催 日】
【開催時間】
【会　　場】

　今年も、数々の熱戦を乞う
ご期待！！たくさんの皆さまの
応援観戦をお待ちしています。

　毎年恒例の市内17
か所の学童保育所に
通っている子ども達の
写真や手作りの作品
展示会を開催します。

学童保
育所紹介

角田 和弘(オペラ歌手) 甲斐 靖文

特別ゲスト 指揮者

夏休み期間の学童保育補助指導員を募集夏休み期間の学童保育補助指導員を募集

仕事内容は、小学校1年生〜4年生の児童の保育と見守り、

環境整備などです。

【期　　間】平成25年 7月22日（月）〜8月31日（土）

【勤 務 地】市内17か所の学童保育所のいずれか

【勤務時間】原則として月〜土の8：00〜19：00まで　　　　

　　　　　（午前・午後交代制）

【時　　給】850円　　【募集人員】若干名

【応募方法】市販の履歴書に必要事項・希望勤務地を記入

　　　　　（写真添付）の上、当協議会へご持参下さい。

　　　　　（電話連絡の後郵送可）

【応募先・問合せ】

〒276-0046 八千代市大和田新田312-5  福祉センター内

八千代市社会福祉協議会  学童保育係　 1047-483-3021

みんな
見に来てね！
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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

事務所再開のお知らせ
お待たせ致し
ました。八千
代台西北支
会事務所、再
開です。

開所日…毎月月曜（祝日を除く）
開所時…午前10時から正午まで
電話相談・車いすの貸し出し・
杖の配布等を行います。

電話番号は変更になりました。
新電話番号

1047-487-9758

相談内容
7月 8月 9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
（13日・15日除く）

毎週火・木曜日毎週火・木曜日
福祉センター
1階 相談室

心配ごと相談
専用電話（487-2940）

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。

あたたかいご寄付
ありがとう
ございました
平成25年4月1日～
平成25年5月31日

福祉振興基金 寄付金 （敬称略）

千葉土建一般労働組合八千代支部…24,044円
八千代ゴルフクラブ…16,400円

東日本大震災義援金 （敬称略）

はばたき職業センター…27,574円

善意銀行 寄付金 （敬称略）

八千代ギターサークルフェスティバル2013実行委員会…18,764円
新鮮市場マルエイ八千代店…23,977円
ひだまり…20,000円

善意銀行 物品寄付 （敬称略）

鈴木 美智子…毛布5枚・敷パッド・1枚
関野 寿美子…生地9袋

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

★7月20日（土）

★8月17日（土） 

★9月21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
童話や子ども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

【日　時】
【場　所】

【講 師】

【対象者】
【参加費】
【申込＆問合せ】

【主 催】
【協 賛】

平成25年7月29日（月）　14：00～16：00
八千代市福祉センター4Ｆ 第3・4会議室
八千代市大和田新田312-5（八千代市役所隣）
村井 宏彰弁護士（法テラス千葉法律事務所）
相田 敦史弁護士（法テラス千葉法律事務所）
市民または市内勤務の方
無料　　【定　員】100名※先着順
八千代市長寿支援課地域包括支援センター
電話受付1047-483-1151※空きがあれば当日参加可
八千代市長寿支援課地域包括支援センター
八千代市社会福祉協議会

成年後見制度の講演会
成年後見制度の概要や手続き方法について

分かりやすくお伝えします。
市内の救急活動の実態などを
八千代市消防本部の方をお招き
して講演会を開催いたします。

【日　時】

【場　所】

【内　容】
【参加費】
【問合せ】

平成25年7月3日（水）
11：00～ 12：30
ユアエルム八千代台店
4階 エルムサロン
「救急車最前線」
無料
八千代市社会福祉協議会
地域振興課
1047-483-3021

救急活動の講演会

社福善意号
（マイクロバス）の
廃止について

　昭和54年度より実施してまい
りました社福善意号事業は車両
の老朽化等により平成26年2月
末をもちまして廃止することとな
りました。
　皆様には社福善意号運行目的
であります、地域ぐるみ福祉活動
の促進並びに各種福祉団体の福
祉増進にご協力を賜り誠にあり
がとうございました。
　今後につきましても、市民の皆
様に喜んでいただけるサービス
提供に努めてまいりたいと存じま
すので、引き続きご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
　なお、平成25年度につきまし
ては排ガス規制により東京、埼玉
への運行ができません。ご利用
にあたり大変ご不便をおかけし
ますが、何とぞご理解、ご協力を
賜りますよう併せてお願い申し上
げます。
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