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新年 あけまして
おめでとう ございます

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建設する姿を表現しています。

みなさんにとって素敵な一年になりますように

心温まる『ふくしの標語（阿蘇地区）』
が決定しました！！
素敵な標語を
ありがとう！

阿蘇中のみなさん

米本小のみなさん

県立八千代東高等学校のみなさん

米本南小のみなさん

阿蘇小のみなさん

【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

も

「ふくしの標語」
下記10 名の方に決定いたしました！
たくさんのご応募をありがとうございました！！
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1年 綿貫 しほさん
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2年 川嵜 渚さん

八千代東高

1年 山本 愛弓さん

八千代東高

3年 小林 美紀さん
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日常生活利用援助事業をご存知ですか？
高齢者や障害者の方の自立した地域生活を支援します。

子ども用の車いすの貸し出しも出来るようになりました。
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八千代ローターリークラブ様より車イスの寄贈をいただきました。
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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。
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新年のごあいさつ
八千代市社会福祉協議会
会長

櫻井

豊

新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、よき新春をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
旧年中は本協議会の事業運営につきまして、温かいご支援、ご協力を賜り、
深く御礼申し上げます。
さて、年々厳しくなる夏の猛暑や県内での竜巻発生など気象変動による災
害も増加する傾向にある中、10月に発生した台風26号では八千代市にお
きましても床上浸水等、甚大なる被害をもたらしました。
被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
経済情勢に目を向けますと、アベノミクス効果により円安株高などの一時
的な景気浮揚効果は見られるものの、公共料金の値上げや4月から施行さ
れる消費税の増税など、まだまだ景気回復を実感するには至りません。
このような厳しい社会情勢の中ではありますが、本会では「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」を活動の理念として、関
係団体の皆様との連携を十分に図り、地域福祉活動の一層の推進に努力を
してまいります。
結びに、皆様の変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げますとともに、皆
様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

副会 長 紹介

山﨑 行夫

藤井 忠雄

伊藤 禎造
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自分の街をよくするしくみ
〜

みなさまの温かい
〜
気持ちにささえられ

赤 い 羽 根 共 同 募 金

中間報告
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、市民のみなさ
まからの心のこもったあたたかいお気持ちと、ボランティアのみなさまのご協力により活動を展開
しております。
みなさま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。

募金名

戸別募金
街頭募金
学校募金

募金額

募金名

6,307,130円 職 域 募 金
185,697円 その他募金
276,942円 法 人 募 金
合 計 9,756,035円

募金額

256,620円
317,491円
2,412,155円
※平成25年12月20日現在

みんなでささえあう

あったかい地域づくり
すけあい募金 中
間報 告
歳 末た
今年度も、みなさまより寄せられたご意見やご要望、また八千代市の実情をふまえ
「歳末たすけあい募金運動」の実施要綱を見直し、配分方法や対象等を協議し、日常生活に困窮
している方々へのお見舞金や地域福祉を推進する活動団体へ配分させていただいております。
配分金の詳細につ
募金名
募金額
いては次号にてお知
戸別募金
3,685,873円
らせさせていただき
その他募金
355,754円
ます。
合
計
4,041,627円
※平成25年12月20日現在
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福祉センターにおいて
子ども用車イスの
貸出を始めます。
平 成25年12月13日
（金）明 治 ゴ ルフセンター に
おいて八千代ロータリークラブ様より車イス４台の
▲子ども用の車イスも1台寄贈いただきました。
寄贈がありました。
車イスの貸出は市内在住の方でしたらどなたでも最大１ヶ月までお貸しすることができます。
主な利用目的は通院や退院時、及び一時帰宅した際の外出時に利用される方が多いです。
主に高齢者や障がい者の方が利用されることが多いのですが、近年では足を骨折された子ど
も達が利用するケースも増えてきました。今まで子ども達が車イスを利用する場合は大人用
の車イスを貸出していましたが、やはりサイズや用途の問題で不便な部分が多々ありました
が、今回、八千代ロータリークラブ様より寄贈されました車イス４台の内２台が子ども用の車イ
スということで有効に活用させて頂きます。本当に有難うございました。
尚、車イス貸出についてのお問合せは福祉センター在宅福祉課まで ☎047-483-1171

「学童って楽しいよ」
「ただいま！」元 気 な 声で帰ってくる子 供 たちを
「お帰り！」
と指導員が温かく迎えます。
日中就労等の理由により放課後家庭で保育できない児童が
学童保育所で過ごしています。

「写真と作品展示会」開催

八千代市
学童保育所紹介の

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
みんな
達の写真や手作りの作品展示会を開催します。
見に来てね！
【展 示 期 間】1月30日（木）〜2月20日（木）
【展 示 場 所】八千代市ふれあいプラザ
【問 合 せ】ゆりのき台学童保育所
☎047-487-5644まで

学童保育指導員（嘱託）を募集
学童保育指導員は安全に配慮しながら、児童を健全に育成していく
やりがいのあるお仕事です。児童保育に意欲と熱意のある方の応募
をお待ちしています。
【資 格】20歳〜65歳まで
※保育士・幼稚園教諭・学校教諭免許・特別支援学校教諭免許
【勤務地】八千代市内17か所の学童保育所のいずれか
【時 間】通 常 11：00〜19：00
長期休暇時 8：00〜19：00（基本的に7時間交替勤務・シフト
制により土曜出勤あり）
【休 日】日曜・祭日・夏季・年末年始・有休 【月 給】166,000円
【待 遇】社会保険完備・旅費・交通費規程内で支給
【応募方法】電話連絡の上、履歴書（写真添付）、作文をご持参ください
【応募先・問合せ】
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 学童保育担当 1047-483-3021

プラスワン

みんなの福祉センターまつり＋1

絵手紙ふうせん作品展開催
絵 手 紙
ふうせん
は 、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
を行っているボランティアグループです。
「みん な の 福 祉 センターまつり＋１」の
一イベントとして毎月第3土曜日10時より
開催中（8P参照）。
今回、今まで参加された方々が作成しま
した絵手紙の作品展を開催します。
また、体 験コーナーもあります。素晴ら
しい絵手紙を見に来ませんか？

【日
【時
【場

時】1月24日（金）〜 30日（木）の７日間
間】9：00 〜 17：00 ※最終日は午前中まで
所】八千代市福祉センター１階
ボランティアセンター
【問合せ】八千代市ボランティアセンターまで
☎047-483-3021
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第

32 回

福祉振興基金

チャリティーゴルフ大会結果報告
平成25年10月4日（金）中山カントリークラブに於いて、
「第32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、参加者151名のみなさまより温かいチャリティーのご協力もいただき、社会
福祉協議会の福祉振興基金へ653,406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。
26年度も開催を予定しておりますので、
みなさまのご参加をお待ちしております。

成績発表（敬称略）
《一般の部》
1位
2位
3位

周郷 寿雄
皆見 隆明
菅原 孝

《女性の部》
1位
2位
3位

安藤 香代子
宗像 篤子
小林 恵美

《シニアの部》
1位
2位
3位

鍋迫 正幸
星 秀明
鈴木 行夫

《アンダー40の部》
1位
2位
3位

安保 誠司
上代 修大
山崎 直行

最愛の人を家族葬で送る 「ふくし八千代」に
市斎場（公営式場）を利用しませんか
広告を載せてみませんか？
●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

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

自宅葬・火葬だけでのお別れ
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。

想送舎 TEL.047-487-8154
八千代市八千代台北5-4-15

保存版

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。
お問い合わせ先
地域振興課 地域係
TEL047-483-3021 FAX047-483-3083
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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。
相談内容

曜日及び時間

心配ごと相談専用電話（487-2940） 毎週火・木曜日13：00〜16：00

相 談 日
1月
2月
毎週火・木曜日（2日を除く） 毎週火・木曜日（11日を除く）

法律相談（要予約）専用電話（483-3021） 毎月第1・3水曜日13：00〜16：00

あたたかいご寄付
ありがとう
ございました

15日（1日を除く）

5日・19日

八千代台東学童保育所…20,000円 米本地区民協…20,000円
八千代台東南公民館「1歳児親子学級」生涯学習プラザ…47円
八千代台東南公民館主催講座「1歳児親子学級」東南公民館…9円
八千代医療センターを支援する市民の会…2,000円
勝田台南学童保育所…20,000円
村上第2学童保育所…20,000円
勝田台公民館 ダンベル体操…585円
勝田台公民館 1歳児親子学級…17円
テラス八千代台自治会…2,000円
社会福祉法人 八千代美香会…2,000円
高津地区民協…20,000円 大新上支会…10,892円
大和田学童保育所…20,000円
八千代市戦没者遺族会…20,000円
千葉薬樹株式会社…374円 ネオス株式会社…374円
八千代市赤十字奉仕団…40,000円 野村自治会…20,000円
村上支会…20,000円 愛敬㈱ デイサービス愛敬…4,793円
八千代緑が丘南自治会防災会…700円
八千代緑が丘南自治会防災会…20,000円
睦学童保育所…20,000円 八千代台西小学校PTA…2,000円
匿名…10,000円 八千代中央ライオンズクラブ…30,000円
米本支会 南班…20,000円

平成25年9月1日〜平成25年12月15日

善意銀行 寄付金（敬称略）
高津学童保育所…20,000円 八千代台学童保育所…20,000円
ゆりのき台第2学童保育所…20,000円
みどりが丘学童保育所…20,000円
大和田第3学童保育所…40,000円
勝田台支会…2,000円 東高自治会…2,000円
リーセントヒルズ自治会…2,000円
新鮮市場マルエイ八千代店…45,055円
勝田台学童保育所…20,000円 高津第2学童保育所…20,000円
カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズ 管理組合自治会…7,000円

場

所

3月
毎週火・木曜日

福祉センター 1階 相談室

5日・19日

福祉センター 1階 相談室

八千代市工場協議会・千葉県経営者協会八千代支部…28,000円
八千代市聴覚障害者協会…20,000円
八千代市民生児童委員協議会連合会…20,000円
勝田台公民館…48円 米本南自治会防災会…20,000円
村上団地中央自治会…400円 上城 慶子…10,000円
絆クラブ…20,000円 勝田台 雀きち…12,000円
五十嵐米店…3,602円 一億の会…100,000円

善意銀行 物品寄付（敬称略）
高良 敏明…本/60冊 匿名…布団/7組 小野 妙子…着物/20着
匿名…新米/30kg 匿名…座布団/10枚

伊豆大島等台風26号災害 東京都義援金（敬称略）
三橋 良徳……1,000円

東日本大震災 義援金（敬称略）
八千代台公民館まつり参加者一同…12,246円
黒川 正博…15,000円

プラスワン

今 後の予 定

（土）
★1月18日

みんなの福祉センターまつり ＋1
毎月第 3 土曜日 は楽しいことがぱい！ 紙芝居・読み聞かせ ひ☆ろ☆ば

っ
！ 【時
！
（土）
★2月15日
みなさんの参加をお待ちしています♪ い
【会
）
土
（
日
八千代市ボランティアセンター
1047-483-3021
【問合せ】
5
1
【内
★ 3月
八千代市福祉センター

コーヒーと音楽の集い
【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
【内 容】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。

1047-483-1171

み・る・くとおんがく

間】14：00〜15：30 【参加費】無料
場】福祉センター 2階 第1会議室
容】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。

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

【時 間】10：30〜11：30
【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）
【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
【内 容】おもちゃを通じて心のふれあいが
【内 容】童話や子供向けの歌を歌ったり、紙芝居・絵
出来る場 所です。おもちゃの貸 出
本の読み聞かせやゲームをして遊びます。
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）においても毎月第1土曜日13:30〜開催中
たくさんのおもちゃの用意もあります。

絵手紙 ふうせん
【時 間】10：00〜12：00
【会 場】福祉センター 1階 ボランティアセンター
【参 加 費】無料
【内 容】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内に掲示します。

ロータスクラブ
【時 間】13：00〜15：30 【会 場】福祉センター1階 ボランティアセンター
【参 加 費】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

成年後見制度研修会のお知らせ

県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人
と の 掛 け 合 い な ど を 通 じ て、お も し ろ
おかしく成年後見制度の概要や職務を
学び、制度の利用推進を図ります。

【日 時】3月1日
（土）13：20〜16：05
【会 場】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）
【定 員】300名（申込先着順）
【申 込】申込書をFAXまたはE-mailで送信（定員を超えた場合のみご連絡します）
【締 切】2月20日（木）必着
【参加費】500円
（資料代）
【申込書配布場所】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、千葉県社会福祉士会のHPからもダウンロードできます。
【申込・問合せ】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 smile@chibakenshakyo.com

者名
良夫
周二
正敏
昇

理事
理事
理事
理事
監事

飯田
田嶋
中山
田久保
木村

健次郎
篤志
徹
渡
伸一

監事

三田

篤

市民の方々がお悩みの法律問題のご相談に応じます。

担当弁護士

宇都宮 大地 氏

（東京大学卒業・慶応義塾大学法科大学院修了）
【日

時】毎月第1・3水曜日 13：00〜16：00
※予約制 ※おひとり様30分
※1月は第3水曜日のみ

【会
場】八千代市福祉センター 1階 相談室
【申込・問合せ】八千代市社会福祉協議会
在宅福祉課 1047-483-3021

電話番号のかけ間違いにご注意を
「お年寄りが要件を一方的にお話し切られてし
まい困ってしまった」という電話がございまし
た。当所におかけの際は、
「はい、社会福祉協議会
○○で す。」を 確 認 の 上 お 願 い 致 し ま す。特 に
携帯電話でおかけの方へお間違いなく。

八千代市社会福祉協議会 1047-483-3021

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。
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。

協同組合八千代トラックセンター

代表
日下部
橋本
浅野
福島

無料

■ もめない相続の為には…。
■ 財産を守るための鉄則は…。
■ 交通事故いざという時の為に。
■ 夫婦・家族の常識・非常識。
■ 悪質商法に引っかかってしまったら…。

社福善意号（マイクロバス）の廃止について

（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10社です。
役 職
代表理事
専務理事
理事
理事

休止しておりました法律相談を再開しました

法律相談のお知らせ

会社名
（株）日信興運
（株）アシスト東経
（株）浅野運輸
（有）八千代運送
（株）飯田運送
（株）星煌
（株）東葉物流

安宅の新提案
一家族
貸切の
家族葬

福 祉 葬
プ ラ ン

告別式
だけの
一日葬

お別れ
のみの
直送プラン

綜合葬祭センター

あ

小久保冷蔵運輸倉庫（株）
（有）大一輸送
サンキ運輸（株）

「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。

たか

