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　平成27年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、八千代
市社会福祉協議会では、「自立相談支援事業」と「家計相談支援
事業」を八千代市より受託し、相談窓口を開設しております。
　生活や仕事などの問題によって経済的にお困りの方の相談を
お聞きし、関係機関と連携をしながら、お一人おひとりの状況に
応じたサポートをしております。

※詳細については4P・5Pをご覧ください。

あなたの気持ちに寄り添いながら一緒に問題解決に向けて考えましょう。
相談は福祉センター 1階で受け付けをしております。お気軽にご相談ください。

訪問相談を希望される方は、お電話にてお問い合わせください。
☎047（483）3021まで



　社会福祉法において、社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられており、

社会福祉協議会の持つネットワークを活かし、自治会、福祉支会、民生児童委員、ボランティアなど各種団体と連携を図り、

「安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向けて事業を展開しました。

　平成27年度は、行政より生活困窮者自立支援事業を受託するとともに、従来事業展開を図ってきた権利擁護事業の拡充

として成年後見事業を開始し、成年後見制度法人後見支援事業を併せて受託し、日常生活自立支援事業だけでは対応でき

なかったサービスを一貫して提供できる体制を整えました。

　その他、既存事業等の詳細については以下のとおりとなっております。     

平成27年度  事 業 報 告

　理事会・評議員会では、事業報告及び資金収支決算、規程の改廃、事業計画及び資金収支予算について審議いたしました。

　法人運営や事業運営については、３か年計画である第３期「経営改善・強化計画」の初年度にあたりますが、第２期の達成結果

を踏まえ、また内部評価会議において、委員のご意見を賜りながら運営いたしました。 

１. 法人運営事業

　市内20地区の支会では「顔の見える関係づくり」の強化を図るため、地域の実情に合わせ様々な事業を展開してまいりました。

　また、今年度より実施している生活困窮者自立支援事業に於いて、社会的孤立に陥らないよう身近な理解者として福祉委員

による支援が始まりました。 

　福祉委員の資質向上としては「わがまち元気プロジェクト」と称し、福祉委員の研修を実施いたしました。

　支会全体の課題ともなっている「担い手の不足」につきましては、各地で開催されるボランティア講座やＳＮＳ等にて積極的

にＰＲを行いました。

　地域包括ケアシステム構築に向けた「生活支援体制整備事業協議体」に福祉委員2名が選出されました。

２. 福祉支会（地区社協）の機能強化

　ボランティアの登録者は2,500名を超え、それぞれが個々の特技や持ち味を活かし、複雑かつ多様な地域のニーズに対応し

ていただきました。

　一般社団法人八千代青年会議所と県内初の「災害時パートナーシップ協定」を締結し、茨城県常総市の災害支援にあたる他、

「災害ボランティア・被災者支援センター立上げ訓練」を実施いたしました。また、市立大和田中学校、市立八千代中学校の2校と

も協定を締結し、新たなネットワークの構築を行いました。

　ボランティア講座では「支える・つながる・共に生きる〜心のサポート〜」を開催し、精神疾患の方々との関わり方について学

びました。また、「災害ボランティア講座」では、日赤奉仕団の協力のもと避難所運営ゲームを実施し、災害時に於けるボランティ

ア活動のあり方を学びました。 

　地域包括ケアシステム構築に向けた「生活支援体制整備事業協議体」にボランティアセンター運営委員会から1名が選出さ

れました。

3. ボランティア活動の推進

　日常生活自立支援事業につきましては、昨年度同様、ご本人、ご家族からの相談に加え、医療機関、介護保険事業所等関係機関

からの相談が増加し、生活支援員の協力を得ながら対応しました。また、判断能力の低下がみられる方につきましては本年度よ

り受託しております法人後見事業担当者と連携し、切れ目のない支援の実施に努めました。

　資金貸付事業につきましては、1,886件の相談のうち96件の貸付を行い自立に向けた経済的な支援に努めました。

　貸付に至らなかったケースに対しては、生活困窮者自立相談支援機関やフードバンクなどの他制度を紹介し相談者の抱える

問題解決に取り組みました。 

4. 在宅福祉サービスの充実強化

　自主財源の確保につきましては、自治会や法人会社及び商店、各種団体に対し、地域福祉活動について理解と協力を求め、

年会費・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金・善意銀行の財源確保に努めました。

5. 自主財源の確保

　学童保育事業につきましては、保育の質の向上を図るとともに、児童が楽しく、安心して過ごせる場の提供に努めました。

　介護保険認定調査事業につきましては、調査員全員が公正で適正な調査を行うため、ミーティングの実施や研修への積極的

な参加をし、調査員として資質の向上に努めました。

　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。

　法人後見事業及び生活困窮者自立支援事業につきましては、受託初年度であるため、広報・啓発に注力し、より多くの市民の

皆様にご利用いただけるよう努めました。当協議会の広報誌、パンフレット、ホームページ等での広報、また、講演会の開催、各種

団体の学習機会への参加・説明を積極的に行い、事業説明・窓口の役割等についてご説明に伺いました。

　また、生活困窮者自立支援事業では、事業の目標のひとつである「生活困窮者支援を通じた地域づくり」に努め、相談者、地域

住民の皆様と共に課題の解決に努めました。

　法人後見事業では、相談内容に応じて、制度説明、利用にあたっての流れ、申し立ての支援、受任について対応し、安心してご

利用いただけるよう努めました。

6. 受託事業及び指定管理事業
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●社会福祉事業会計●【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
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
児童福祉事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

収　　　入　　　計

9,715,131
3,699,412

100,869,448
129,000

6,791,072
1,786,200

930,450
209,813,860

2,576,759
366,746

11,678,000
5,435,520

16,470,828
7,374,645

377,637,071

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・県共同募金会配分金（赤い羽根・歳末たすけあい） 
県社会福祉協議会助成金 
生活福祉資金及び老障資金貸付事業・生活福祉相談員受託金等 
小口貸付償還金 
広告料収入、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 
学童保育事業受託金 
国債利息等 
ボランティア保険集金集金代行事務費収入等 
積立金取崩 
事業区分間取引 
サービス区分間取引 
退職掛金取崩 

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

【支出の部】

人件費支出

事業費支出
事務費支出

共同募金配分金事業費支出

助成金支出

その他の支出
固定資産取得支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

支　　　出　　　計
当期活動収支差額

282,673,918

17,391,068
7,422,313

10,825,098

14,006,250

75,650
999,988

12,222,000
0

17,091,828
14,091,435

376,799,548
837,523

基本給、諸手当、社会保険料、労働保険料等
（事務職員、産業医、生活支援員、嘱託職員、非常勤職員）
消耗器具備品費支出、車輌費支出、広報費支出等
福利厚生費支出、旅費交通費支出、事務消耗品費支出、通信運搬費支出、賃借料支出等
＜一般募金配分金事業＞
老人福祉活動費、障害児・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、身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（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、食事サービス事業等  
民生・児童委員活動費助成、保護司活動費助成、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、障害児・者福祉活動費助成、自治会助成等
退職掛金差損 
災害ボランティアセンター備品 
定期預金等積立金 
事業区分間取引 
サービス区分間取引 
退職手当積立基金預け金 

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

貸借対照表（法人全体） （単位：円）

〈資産の部〉
流動資産
　現金預金
　有価証券
　事業未収金
　商品・製品
　１年以内回収予定長期貸付金
　仮払金
固定資産
 基本財産
　定期預金
その他の固定資産
　建物
　車輌運搬具
　器具及び備品
　退職手当積立基金預け金
　共助会退職手当積立基金預け金
　福祉振興基金積立資産
　一般事業調整積立金
　車輌運搬具準備積立資産
　善意銀行積立金
　災害支援積立預金
　経営基盤強化準備積立預金 
資産の部合計

96,010,399
76,615,022

0
13,389,651

5,076
1,947,950
4,052,700

478,535,068
2,000,000
2,000,000

476,535,068
990,099
144,405

1,006,414
192,967,200
35,933,465

192,120,000
20,000,000
8,728,780

20,880,000
50,000

3,714,705
574,545,467

勘　定　科　目 当年度末

83,224,763
68,520,046
5,096,761
5,974,044

15,012
1,996,700
1,622,200

470,918,280
2,000,000
2,000,000

468,918,280
1,061,243

710,852
12,825

187,437,660
34,746,215

192,120,000
20,000,000
8,728,780

20,880,000
100,000

3,120,705
554,143,043

前年度末

12,785,636
8,094,976

△5,096,761
7,415,607
△9,936
△48,750

2,430,500
7,616,788

0
0

7,616,788
△71,144
△566,447

993,589
5,529,540
1,187,250

0
0
0
0

△50,000
594,000

20,402,424

増　減
〈負債の部〉
流動負債
　事業未払金
　未払金
　預り金
　仮受金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部合計

〈純資産の部〉
基本金
基金
　福祉振興基金
　一般事業調整積立金
その他の積立金
　車輌運搬具準備積立金
　善意銀行積立金
　災害支援積立金
　経営基盤強化準備積立預金 
次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

36,049,853
26,628,666
5,049,900
4,371,287

0
228,900,665
228,900,665
264,950,518

2,000,000
212,120,000
192,120,000
20,000,000
33,373,485
8,728,780

20,880,000
50,000

3,714,705
62,101,464
△5,932,565
309,594,949
574,545,467

勘　定　科　目 当年度末

26,431,654
16,519,815
5,542,900
4,368,939

0
222,183,875
222,183,875
248,615,529

2,000,000
212,120,000
192,120,000
20,000,000
32,829,485
8,728,780

20,880,000
100,000

3,120,705
58,578,029

△29,229,470
305,527,514
554,143,043

前年度末

9,618,199
10,108,851
△493,000

2,348
0

6,716,790
6,716,790

16,334,989

0
0
0
0

544,000
0
0

△50,000
594,000

3,523,435
23,296,905
4,067,435

20,402,424

増　減

●収益事業会計●【収入の部】 （単位：円）

受託金収入
事業収入
事業区分間繰入金収入

収　　　入　　　計

185,522,170
652,871

0
186,175,041

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 
自動販売機手数料・販売収入 
事業区分間取引

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

【支出の部】

人件費支出
事業費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業区分間繰入金支出

支　　　出　　　計
当期活動収支差額

42,892,712
139,194,997

260,700
2,781,940

185,130,349
1,044,692

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等 
水道光熱費支出・業務委託費支出・手数料支出・租税公課支出等 
納税充当金 
事業区分間取引

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

（単位：円）●公益事業会計●【収入の部】

寄付金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入

収　　　入　　　計

0
39,105,771

0
14,574,525
53,680,296

 
生活困窮者自立支援事業受託金 
 
介護保険認定調査事業受託金

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

【支出の部】

人件費支出
事業費支出
事業区分間繰入金支出

支　　　出　　　計
当期活動収支差額

45,087,557
4,610,263
2,653,580

52,351,400
1,328,896

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等 
福利厚生費支出、旅費交通費支出、消耗器具備品費支出、車輌費支出、租税公課支出等 
事業区分間取引

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会　平成27年度 資金収支決算書
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あなたが抱えている様々な課題の解決に向けて、他の制度や専門
的な支援機関等のサービス利用が可能な場合は、支援員が同行
するなどしてその利用を支援します。

※1 住居確保給付金とは
住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります。
（１）離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者である
（２）申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること
（３）離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

※詳細についてはご相談ください。

※2 経済的困窮者・社会的孤立者の生活支援
・本事業は、経済的困窮者から、ゴミ屋敷問題でお困りの方、近所との繋がり
が無く社会的孤立を感じている方からの相談支援を行っております。
またニートやひきこもりなどのご相談も対応しております。
・病気や失業などが理由で、一時的に生活費などの貸付が必要の際は、
生活福祉資金など、各種貸付事業の他に給付制度に繋げております。
・食べ物に困っている方へ、食料品を提供するフードバンクに繋げております。
・当事者を支えるグループ（ボランティア）の立ち上げや当事者の意向に沿った
様々な社会参加に取り組める実践方法を提案します。

相談から支援までのながれ 秘密厳守・相談無料秘密厳守・相談無料

相談支援員が寄り添い型（伴走型）の支援を行います！

私たち自立相談支援事業では・・・

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
を
行
い
ま
す

• 既存の制度や機関では十分に対応できない生活困窮者を包括的に受け止めます
• 地域での支援のネットワークを強化するために、さまざまな社会資源に働きかけて新たな地域づくりを進めます。
• 複合的な相談を「ワンストップ」で受け止め、早期解決・早期自立を目指します。

家計の状況を「見える化」して根本的な課題を把握し、自ら家計を管理できるように相談支援を行い、債務相談にか
かわる専門機関へつなぎ、貸付制度の紹介等を行うなどして早期の生活再生を支援します。

●家計相談支援事業 家計の立て直しをアドバイス

ハローワークへの同行支援、心身（健康状態や障害等）の状況に応じた専門機関との連携支援、就労に関する関連
情報の提供等、一人ひとりの状況に応じた就労支援を行います。

●ハローワークと連携した就労支援 ハローワークと連携した就労支援

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期
間、家賃相当額を支給し、生活の土台となる住居を整えた上で安心して就職活動に取り組めるよう支援を行います。

●住居確保給付金※1の支給 家賃相当額を支給します

教員OBや大学生のボランティア等による学習支援（基礎的な学習と学校授業の復習）を通じて学力の向上や仲間
と居場所づくりなどを支援します。

●生活困窮世帯の子供の学習支援 子供の明るい未来をサポート

日常生活の課題を解決するための関係機関を紹介します。
●生活支援※2 衣食住の確保が必要な場合

家族や知人が引きこもっている、不登校・いじめで悩んでいる、依存症から抜け出せないという方々の支援を行います。
●社会的孤立者の支援※2 子育ての問題・心の問題

各種支援機関の紹介同行 利用できる制度・サービスの活用

ワンストップで受付
①相談窓口

窓 口 に お 越 し
い た だ け な い
場 合 は、お 電 話
または訪問にて
相談にのります。

悩み事を確認・整理
②内容確認

生活上での困りごとや不安を
お話し下さい。
「自立」に向け寄り
添いながら支援を
します。

支援スタート⇒支援内容の確認・修正⇒必要に応じてフォローアップ
④自立への取り組み

ハローワーク
へ同行し早期
就職を支援し
ます。

関係者との話し合い
（支援調整会議）

支援提供の状況確認を
定期的に行います。

自立に向け目標を設定
③プラン作成
自立へ向けた
目 標・支 援
内容を一緒に
考 えあ なた
だけの支援プランをつくります。

家計に関する
相談・指導生
活の立て直し
をします。

あなたのまちの社会福祉協議会がお手伝いします
平成27年4月、生活困窮者自立支援法がスタート
これまで社会保険や労働保険が「第1のセーフティーネット」として、また万一の時に最終的に「生活保護制度」が「第3のセーフティ
ーネット」として安心を提供してきました。しかし近年の雇用や社会状況の変化から、それだけでは安心した生活を支えられ
なくなってきており、生活保護に至る前の段階で早期に支援を行う「第2のセーフティネット」の充実を図ることになり、生活困窮者
自立支援法が創設されました。

第１のセーフティーネット

第２のセーフティーネット

第３のセーフティーネット 生活保護制度生活保護制度

生活困窮者支援生活困窮者支援

社会保険制度
労働保険制度
社会保険制度
労働保険制度

【問合せ】八千代市社会福祉協議会  ☎047-483-3021



9月26日（月）　雨天決行
鷹之台カンツリー倶楽部
21,000円（プレー費、昼食、参加費、パーティー費等を含む）
※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。
180名（競技者）　※先着順
7月1日（金）9：00より電話にて受付いたします。
 （直接、福祉センターへご来館でのご予約も可能です。）
※おひとり様での、ご参加も可能です。
八千代市社会福祉協議会　☎047-483-3021 総務課：今井まで
第35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・（一社）鷹之台カンツリー倶楽部

【開催日】
【会　場】
【参加費】

【定　員】
【申込み】

【問合せ先】
【主　催】
【後　援】

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

　『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（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。

参加者
募集！！

第14回 フードドライブ
（余剰食品の回収）のご協力のお願い

ご家庭に
眠っている
食品
大募集!

◆ご寄付頂きたい食品 （※常温で保存可能で賞味期限が1カ月以上あるもの）

お米（古米まで）、パスタ、乾物（のり・豆等）、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、紅茶等）等

【受付期間】
【受付時間】
【回収場所】

【送 付 先】

【主催・問合せ】

9月12日（月）～10月31日（月）
平日9：00～17：00　※土・日・祝は除く
◆八千代市社会福祉協議会 福祉センター 1階（八千代市大和田新田312-5）
◆八千代市ふれあいプラザ 1階（八千代市上高野640-2）
フードバンクちば
〒263-0023 千葉市稲毛区緑町1-25-11 コーポ立花101号室
※なお、送料は自己負担でお願いいたします。
フードバンクちば ☎043-375-6804 /　043-242-8900
E-mail fbchiba@jigyoudan.com
HP http://foodbank-chiba.com/

35
回

第

6



●病院からの搬送
●御霊棺　●納骨具
●白木位牌
●告別式立会
●ドライアイス
●役所手続 15万円

☎047-487-8154

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

想送舎 検索
八千代市八千代台北5-4-15

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、ご相談下さい。

　私たちが発行している広報誌「ふくし
八千代」は、年に3回、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？

在宅福祉課　在宅係
TEL047-483-3021　FAX047-483-3083

お問い合わせ先

小学生の児童を放課後お預かりして、安全に安心して楽しく過ごせる
生活の場を提供するお仕事です。

【募集人数】 若干名　【期　間】 採用日～平成29年3月31日（更新有）　
【資　格】 保育士、幼稚園・小・中・高校教諭、特別支援学校教諭免許・

社会福祉士取得者
【勤務時間】 （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
【勤務地】 八千代市内　　【給　与】 月給/16万6千円
【休　日】 日曜日・祝日・年末年始（シフトによる週休2日制）
【待　遇】 社会保険完備、交通費規程により支給、有給休暇有
【応募方法】 電話の上、履歴書と作文「応募にあたり」を当協議会へ

ご持参下さい。（郵送可）

学童保育 嘱託指導員 募集
小学生の児童の保育・見守りと環境整備等のお仕事です。

【募集人数】 若干名（大学生可）　【給　与】 時給/900円
【期　間】 平成28年7月21日（木）～ 8月31日（水）
【勤務時間】 8：00～19：00（午前・午後交替制）
【勤務地】 八千代市内15学童のいずれか
【応募方法】 市販の履歴書(写真添付)に必要事項・希望勤務地を記入

の上、当協議会へご持参下さい。（電話連絡後 郵送可）

夏休み期間中の学童保育 補助指導員（パート） 募集

八千代市社会福祉協議会 総務課庶務係

☎047-483-3021
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5（福祉センター内）

各応募
問合せ

祝 櫻井会長 旭日双光章 受章祝 櫻井会長 旭日双光章 受章祝 櫻井会長 旭日双光章 受章
　当会会長櫻井豊が5月18日に天皇陛下に拝謁し旭日双光章を拝受

いたしましたことを受け、参議院議員豊田俊郎氏を代表発起人に八

千代商工会議所会頭上代修二氏と八千代ロータリークラブ会長植村

正徳氏が発起人となり、去る6月26日ウィシュトンホテルユーカリ

において受章祝賀会が行われました。八千代市長をはじめ、多くのご

来賓のご出席をいただきご祝辞を賜りました。以下本人談「今回の受

章は、関係団体よび八

千代市民の皆さまのご

理解とご協力の賜物で

あると深く感謝し、八

千代市の皆さまに対す

る栄誉だと感じており

ます。今後も更に身を

引き締め八千代市の福

祉環境向上の為、尽力

して参ります。」

学童保育
所紹介

　「ただいま！」元気な声で帰ってくる子ども達を
「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。

　市内15か所の学童保育所に通っている
子ども達の作品作りの展示会を開催します。

八千代市学童保育所紹介の
「写真と作品展示会」開催

みんな
見に来てね！

★9/16（金）～26日（月）まで 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅構内
★9/27日（火）～10/16（日）まで 八千代市ふれあいプラザ
【問合せ】 八千代台東学童保育所　☎047-482-0910

★9/16（金）～26日（月）まで 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅構内
★9/27日（火）～10/16（日）まで 八千代市ふれあいプラザ
【問合せ】 八千代台東学童保育所　☎047-482-0910

「学童って楽しいよ」「学童って楽しいよ」「学童って楽しいよ」
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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誌を目指しています。 ご意見ご要望等をお寄せください。

綜合葬祭センター あ　　　　  　たか

直葬をご希望なら

～最低限必要な物の単品フリープラン火葬式～

場車駐〔 分3歩徒りよ駅央中代千八 1-7-1台きのりゆ市代千八 120台完備〕

（税別）

153,300円
お身内だけの火葬式お身内だけの火葬式

お棺・お棺用布団・ご遺骨入れ・ご遺体搬送（10km)・
霊柩車・ご遺体保管料（1日）・お別れ用花束・運営スタッフ

0120-76-9494

八千代市内に
選べる4式場

365日
24時間受付

社会福祉協議会 会費のご協力をお願いします。
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現を進めるため当協議会では、
「会員制度」を設けて皆さまの福祉活動の参加をお願いしております。ご協力頂い
た会費は、皆様の生活に密着した福祉活動を進めるための大切な財源となって
おります。ぜひ、趣旨に賛同して頂き、ご協力頂きますようお願い申し上げます。

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、個人で賛同頂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）
個人・団体

●会員の区分…社会福祉協議会会員には次の5つの種類があります●

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下さい。

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
（11日を除く）

毎週火・木曜日
（22日を除く）

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

毎月第1・3水曜日
13：00〜16：00

3日・17日6日・20日 7日・21日
法律相談（要予約）

専用電話 483-3021

あたたかいご寄付ありがとうございました 平成28年4月1日～平成28年5月31日

八千代台東支会福祉委員一同
諏訪晃也
ヤルシェ実行委員会
特別養護老人ホームほうゆうの里
樽﨑
佐藤
中台英雄
村上中央支会
八千代市自治会連合会
愛宕みどり会
コーヒーと音楽の集い
八千代市社協職員一同

10,088円
5,000円
10,881円
7,057円
1,000円
1,000円
2,495円
21,954円
10715円
48,420円
30,000円
1,320円

千葉土建一般労働組合八千代支部
24,945円

福祉振興基金 寄付金（敬称略）

10,000円
10,000円
100,000円
212,526円

1,000円

三橋良徳
齊藤カルテット
（有）オーケーサービス
緑が丘支会
八千代市女性団体連絡協議会新木戸女性会

31,435円
センターサークル楽謡会

熊本地震災害義援金（敬称略）

村上中央支会
八千代台東支会
勝田台支会
新萱田長寿会
匿名

2,000円
2,000円
10,000円
15,038円
2,000円

善意銀行 寄付金（敬称略）

平野昇　　　　紙おむつ・尿取パッド等/3袋
匿名　　　　　ズボン・ジャンパー・コート・
　　　　　　　ジャケット・シャツ等/13着

善意銀行 物品寄付（敬称略）

皆様のご参加を

お待ちしています（^
＾）【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

毎月第3土曜日は楽しいことがいっぱい！

【時　間】
【会　場】
【内　容】

10：00～12：00　【参加費】無料
福祉センター5階 作業室
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
は福祉センター内へ掲示します。

絵手紙 ふうせん

【時　間】
【会　場】
【内　容】

13：00～15：30　【参加費】無料
福祉センター1階 ボランティアセンター
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から
　活動しています！

ロータスクラブ

今後の予定★7月16日（土） ★8月20日（土） ★9月17日（土）

センターまつり＋1センターまつり＋1
みんなの福祉みんなの福祉 プラス

ワン

【時　間】
【会　場】
【内　容】

13:00～16：00　【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。
※毎月第1日曜日13：30から開催しています。
　ただし開催日が祝日の場合はお休みです。

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

【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。

み・る・くとおんがく

紙芝居・読み聞かせ  ひ☆ろ☆ば
【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。

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
皆様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。

当日の12:30より受付開始を開始します。
定員（140名）になり次第受付を終了させていただき
ますのでご了承ください。お越しいただいてもご参加
出来ない場合もございます。

※


