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【赤い羽根共同募金】
・
【歳末たすけあい募金】中間報告
じぶんの町を良くするしくみ

〜皆様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

募金名
戸別募金
街頭募金
学校募金

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、
市民の皆様の心のこもったあたたかい
お気持ちと、ボランティアの皆様のご協力
により活動を展開しております。
皆様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。

募金額
募金名
3,648,943円 職 域 募 金
152,738円 その他募金
154,972円 法 人 募 金
合 計 6,758,010円

募金額
171,634円
365,900円
2,263,823円

つながり ささえあう みんなの
地域づくり

今年度も、市民の皆様より寄せられた
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。

歳末たすけあい募金
中間報告

募金名
戸別募金
その他募金
合
計

募金額
693,870円
10,000円
703,870円
※平成28年12月5日現在

※平成28年12月5日現在

第35回 福祉振興基金
チャリティーゴルフ大会
結果報告

報告

平成28年９月２６日
（月）鷹の台カンツリークラブに於いて、
「第35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184名の皆様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75万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・新規
事業の「ふらっとホーム」
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。
平成29年度も開催を予定しておりますので、皆様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

女性の部

シニアの部

グランドシニアの部

1位 石井 俊博

1位 神谷 さおり

1位 川窪 和男

1位 玉井 孚

2位 玉井 孚

2位 中野 恵美子

2位 田中 保生

2位 若狭 弥一

3位 若狭 弥一

3位 安藤 香代子

3位 伊藤 良夫

3位 木村 朋次

第15回 フードドライブ（余剰食品の回収）のご協力のお願い
『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。皆様のご協力をお願いいたします。

1月16日(月)〜2月28日（火）迄

【受付期間】

【受付時間】平日

9：00〜17：00（※土・日・祝を除く）

◆ご寄付頂きたい食品◆
お米（H27/H28年度産）
、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、
お茶等）
など
※常温で保存が可能で、未開封の物。賞味期限が明記され、かつ
2カ月以上あるもの ※お米については、新米・古米まで

【回収場所】◆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）
【送 付 先】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。
【主催・問合せ先】フードバンクちば ☎043-375-6804 043-242-8900
E-mail fbchiba@jigyoudan.com HP http://foodbank-chiba.com/

ご家庭に眠っている

食品大募集！
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さ

き

将来の不安取り除く

成年後見制度と遺言・相続について
講演会開催のお知らせ

参加
無料

将来を考えるうえで、
自身での決定が難しくなった場合の対応についても不安が出てくると思われます。
そこで、本人を守るための制度「成年後見
制度」
について概要説明を行います。
また、人は誰しも死のことを前もって考えにくいでしょう。
しかし、遺言・相続は死を考えることではありません。人はいずれ死を迎えることになり、
その事実を受け止め、
自分の好きなように資産の分配を決めておくことが重要です。遺言や相続は資産のある方だけの問題ではなく、
むしろ資産が
あまりない方だからこそ必要なこともあります。
配偶者や子ども、親族、
お世話になった方など、
自身にとって大切な方はいらっしゃいませんか。
ぜひ当講演会にご参加いただき、将来を考える
きっかけ作りとしていただければと思います。

2月7日(火) 13：30〜15：30

【開催日時】

【会

福祉センター 4階 第3・4会議室

場】

【対
象】八千代市内在住、在勤の方 【参 加 費】無料
【定
員】120名（※先着順、定員になり次第締め切ります）
【講 演内容】成年後見制度、遺言、相続について概要説明を行い、効力や権限の範囲など事例を交えて
ご説明いたします。
【講
師】公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート 千葉県支部
司法書士 矢部 智之氏（予定）
【申込 方法】電話・FAX・E-mailのいずれかで、1月16日(月) 〜 1月31日(火)までにお申し込みください。
【共
催】八千代市、社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
【後
援】公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート 千葉県支部
【申込・問合せ先】社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会 地域振興課
☎047-483-3021
047-486-9787
E-mail fyc-hp@fukushi.yachiyo.chiba.jp

後見支援センター係

ふらっとホーム

なおいでよ
！
みん

地域で支える子どもの居場所
ふらっとホームの一日をご紹介します
この看板が目印です☆

スタッフに見守られながら
まずは宿題

ふらっとホームは、家庭的な雰囲気の中で子どもが安心して
過ごすことができる居場所として、ボランティアスタッフを
中心に大和田地区で運営しています。
（ふらっとホームは「子ども食堂ネットワーク」に参加しています）

おいしい料理の完成♡
宿題の後は、
早速ゲーム♪

【 開 催 日 】毎月第1・3木曜日 15：30〜19：30迄
【会
場】ステップアップハウスフジ
（大和田921-2）
【利用料金】1回の利用につき、子ども100円・大人300円
【利用対 象】小・中学生程 度で、孤 食や欠食、学 習 面などで不安を
抱え、地域の見守りや居場所が必要なお子さんとその
保護者の方。

厨房ではスタッフが大忙しっ！

食材の多くは、ご寄付としていた
だいたものを使用しています。

※詳細につきましては昨年の「ふくし八千代10月1日号」または
ホームページをご覧ください

【問合せ】八千代市社会福祉協議会 ☎047-483-3021
ホームページ http://www.fukushi.yachiyo.chiba.jp
ホームページのQRコード

お迎えが来るまでは
スタッフと自由に過ごします

みんな揃って「いただきま〜す！」
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困った時は相談所へ！
！
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
をぜひ、お気軽にご利用
下さい。

相談に関する問い合せ先…1４８3-３０２１
曜日及び時間

相談内容

心配ごと相談
毎週火・木曜日
専用電話（487-2940） 13：00〜16：00
法律相談（要予約） 毎月第1・3水曜日
専用電話（483-3021） 13：00〜16：00

相 談 日
1月
2月
毎週火・木曜日
毎週火・木曜日
（3日はお休み）
18日
1日・15日
（4日はお休み）

の
僕たち・私たち
写真と作品を
！！
ぜひ見に来てね

学

【募集人数】若干名
【勤務期間】①採用日〜平成２9年３月３１日
（更新有）
②平 成29年4月1日〜平 成30年3月31日
（試用期間有）
【資 格】①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
取得者及び放課後児童支援員認定
資格研修修了者
②上記資格取得見込者も可
【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】社保完、交費規程により支給、有休有
【応募方法】電話連絡の上、履歴書（写貼）
と作文
「応募にあたり」
を1月31日
（火）迄に、
ご持参ください。
（※郵送可）

所って
保育 い場所だよ！
童 し
楽

【展示場所】

八千代市福祉センター 1階

（ボランティアセンター）

【展示期間】

1月26日（木）〜 2月10日(金）迄

毎年恒例の市内15カ所の学童保育所に通って
いる子ども達の放課後に学童保育所で楽しく過ご
している写真や、手作りの作品展示会を下記にて
開催しますので、皆様ぜひ、
ご覧になってください。

【問合せ・申込み先】1047-483-3021
八千代市社会福祉協議会 総務課庶務係
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5
（福祉センター内）

【問合せ先】
八千代台東学童保育所 1047-482-0910

心癒される作品の数々が皆様のお越しをお待ちしています(*^▽^*)

みんなの福祉センターまつり＋1 プワラン

ス

絵手紙ふうせん「作品展」

（火）〜3月7日
（火）迄
【日 に ち】2月28日
【会 場】福祉センター 1階 ボランティアセンター
【時 間】9：00〜17：00（最終日は12：00まで）
【問 合せ】八千代市ボランティアセンター 1047-483-3021

プラス

み・る・くとおんがく
【時 間】10：30〜11：30
【会 場】福祉センター 2階 教養室（和室）
（1家族）※当日集金
【参 加 費】200円
【内 容】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
【会
【内

間】13:00〜16：00 【参加費】無料
場】福祉センター 2階 教養室（和室）
容】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日曜日も開催しています。
ただし開催日が祝日の場合はお休みです。

1日・15日

所

福祉センター
1階 相談室
福祉センター
1階 相談室

（平成28年9月1日 〜 平成28年11月30日）

善意銀行 寄付金（敬称略）
あずみ苑勝田台…2,000円 友愛みどり園…2,000円
匿名…2,000円 八千代台西小学校PTA…2,000円
まるみ
（コンビニエンスまるみ）
…2,664円
チャイナドール…1,879円
福祉センター １F…1,109円 寿司岩…13,484円
八千代医療センターを支援する市民の会…2,000円
北総歌謡協会…45,344円
村上東地区民生・児童委員協議会…9,500円
萱田小学校ＰＴＡ…2,000円
萱南レンジャー…2,000円 八消会…24,500円
匿名……10,000円
時田先生を囲む会 1980年大和田小2年3組一同…10,215円
高津小学校ＰＴＡ…2,000円
八千代ゴルフクラブ…8,400円 勝田台西自治会…1,900円
緑が丘支会…4,000円 村上小親父の会…2,000円
八千代市山形県人会…11,597円
八千代中央ライオンズクラブ…30,000円
緑が丘支会…10,000円 やちにしマルシェ…2,000円
八千代市工場協議会・千葉県経営者協会八千代支部
…31,000円
勝田台 雀きち…10,000円
陶芸サークルかざぐるま…2,000円

善意銀行 物品寄付（敬称略）
三島 佐織……紙おむつ/4袋・おしり拭き/3袋
子安 三千子……手編み靴下/21足
長内……サツマイモ/1箱

福祉振興基金寄付金（敬称略）
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
……750,000円

岩手県台風10号大雨等災害義援金（敬称略）
福祉センター 募金箱…5,398円

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。毎月第３土曜日１０：００から
１１：３０の間「みんなの福祉センターまつり＋１」
でも活動をしています。毎回
参加者の皆さんが楽しいひと時の中作成している自信作の「絵手紙」
を、
ぜひ、
ご覧ください。
たくさんの皆様のご来場をお待ちしています！！

みんなの福祉 ワン
センターまつり＋1

毎週火・木曜日

場

あたたかいご寄付
ありがとうございました

学童保育嘱託指導員募集 「八千代市学童保育所紹介の
募集
のお知らせ
写真と作品展示会」開催

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。

3月

熊本地震災害義援金（敬称略）
北東自治会 夏祭り募金…112,134円
福祉センター 募金箱…5,399円
ふれあいプラザ 募金箱…2,822円
小板橋支会…44,000円

毎月第3土曜日は楽しいことがいっぱい！ 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

絵手紙 ふうせん

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
（飲み物代）※当日集金
【参 加 費】200円
【内 容】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。

八千代市福祉センター 1047-483-1171

【時 間】10：00〜11：30
【会 場】福祉センター 5階 作業室
（材料費）※当日集金
【参 加 費】100円
【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。

※12：30より受付を開始します。定員140名で受付を終了
させて頂きます。定員に達した場 合、ご 来 館 頂いても
ご参加出来ませんのでご了承ください。

紙芝居・読み聞かせ ひ☆ろ☆ば
【 時 間 】14：00〜15：00
【 会 場 】福祉センター 2階 第1会議室
【参 加 費】無料
【 内 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。

ロータスクラブ
【時
【会
【内

間】13：00〜15：30 【参加費】無料
場 】福祉センター 1階 ボランティアセンター
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から活動中

今後の予定 ★ 1月21日（土） ★ 2月18日（土） ★ 3月18日（土）
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。

