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みんなの福祉 ワン
センターまつり＋1
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。

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。
※1月19日
（土）
はお休みさせて頂きますのでご了承ください。

の賜物と感謝申し上げます。
２０１９年も地域の皆様
を は じ め、関 係 機 関・団 体 の
皆様との連携を十分に図り
地域福祉活動の推進に努力
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

八千代市社会福祉協議会

会長

八千代市社会福祉協議会
新年あけましておめでと
におきましては、２０１８年
うございます。皆様方におか
４月に改正されました社会
れましてはよき新年をお迎
福祉法の中で市町村の策定
えのこととお慶び申し上げ
を努力義務とし、福祉の上位
ます。
計画と位置づけられました
旧年中は社会福祉協議会
の事業運営につきまして、ご ﹁地 域 福 祉 計 画﹂と 社 会 福 祉
協議会が策定する﹁地域福祉
支援ご協力を賜り厚くお礼
活動計画﹂の一体的策定に向
申し上げます。
け、八千代市と共に動きだし
２０１８年は平昌オリン
ました。２０１９年は地域住
ピック・パラリンピックでの
民すべての困りごとを地域
日本人の華々しい活躍をはじ
住民で振り返り、課題の解決
め、
サッカ ー、
テニス、
水泳等
ス ポ ー ツ 界 で の 快 挙、ま た、 に 向 け 協 議 す る﹁わ が ま ち
元気プロジェクト﹂を全地域
将棋でも史上最年少での
で更に活発に展開し、地域の
タイトル戦優勝等、喜ばしい
ニ ュ ー ス が 見 ら れ ま し た。 皆 様 の 意 見 を 十 分 に 反 映 さ
せた計画策定に取り組んで
その反面、地震、豪雨、台風と
ま い り ま す。ま た、本 年 は 八
今までに類を見ない大規模
千代市社会福祉協議会法人
災害が発生し、
多くの方が被
災され、
今もなお復興に向け、 化 周年を迎えます。半世紀
にわたり八千代市の社会福
ご尽力されています。今後も
祉の発展にご尽力いただい
引 き 続 き 一 日 も 早 い、復 興・
復旧をご祈念すると同時に、 た 関 係 者・機 関・団 体 の 皆 様
に感謝の意を表するととも
平時からの備え、仕組みづく
に、誰もが安心して暮らせる
りの重要性を再認識し、各地
福祉のまちづくりの更なる
域での取り組みを参考にさ
推進のため６月 日に記念
せていただきながら、いつ起
式 典 を 計 画 し て お り ま す。
きても不思議ではない災害
詳細は次号にてお知らせい
への備えをより重層的に整
たしますが、これも一重に地
えてまいりたいと考えてお
域の皆様のご理解とご協力
ります。
50

新年のごあいさつ

ホームページがリニューアル致しました！ 新しいwebサイトアドレスは

二０一九年迎 春

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。

1P ●新年のごあいさつ ●みんなの福祉センターまつりプラスワン
2P ●日常生活自立支援事業について
●八千代スルーネット愛好会
●赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金 中間報告
3P ●第37回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会結果報告
●「八千代福祉センター利用者会議」開催
4P ●お知らせコーナー

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

八千代市福祉センター 1047-483-1171

絵手紙 ふうせん

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。

※英語コーナー「ロジッカ子ども英語」新設（13：15〜14：00）
親子で英語を楽しく学ぼう！
※2階フロアで
「べーごま道場＆折り紙教室」
も開催中！

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。

【時 間】10：00〜11：30
【会 場】福祉センター 2階 第1会議室
（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。作成した絵手紙は福祉セン
ター内へ掲示します。

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木曜日10:00から活動中

今後の予定 ★ 1月19日（土）★ 2月16日（土）★ 3月16日（土）

「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紙を目指しています。ご意見・ご要望等をお寄せ下さい。
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ご存知ですか？

日常生活自立支援事業

（福祉サービス利用援助事業）

高齢者や障がい者の方で十分な判断能力を伴わない方や体の自由
がきかない方に対し、福祉サービスを利用するお手伝いや、日常的な
金銭管理のお手伝いをすることで利用者の方が住み慣れた地域で
安心して生活できるように支援する事業です。

利用できる方は？
高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、日常生活を営むうえで必要となる福祉サービスの利用や公共料金の支払い、生活費の
管理などについて自己判断のみでは適切に行うことが困難な方で本事業の契約内容について判断し得る能力を有している方が
対象になります。

どんなこと支援をしてくれるの？
支援内容は大きく分けて以下の３つのサービスがありますが「福祉サービス利用援助」は必ず提供されるサービスとなります。
①福祉サービス利用援助
福祉サービスについての情報提供やサービスを利用するため必要なことなどを一緒に考えながら手続きをすることや、福祉サ
ービスについての苦情解決制度を利用する手続きのお手伝いをします。
②財産管理サービス
医療費、税金、公共料金などの支払いのお手伝いや、毎日の生活に欠かせないお金の出し入れなどのお手伝いをします。
必要に応じて預貯金通帳の管理も行います。
③財産保全サービス
年金証書、不動産権利証書、契約書類、実印など普段は使わないが自分で保管することに不安のある方の代わりに大切な書類
などを金融機関の貸金庫で保管します。
（財産保全サービスのみのご利用はできません。）

利用料はかかるの？
年会費3,600円のほか支援時間に応じて利用料がかかります。
利用料の目安は、支援時間1時間30分未満1,000円、1時間30分以上2時間未満1,500円、
以降30分毎に500円加算、生活支援員交通費の上限は1,000円となります。
財産保全サービスを利用される場合は別途年会費3,000円かかります。
※生活保護世帯は無料です。

だれが手伝ってくれるの？
一定の研修を受けた「生活支援員」が利用者宅を定期的に訪問してお手伝いします。

【問合せ】八千代市社会福祉協議会「後見支援センター係」 ☎047-483-3021

047-486-9787

新しい障がい者用卓球台が入りました！ 『八千代スルーネット愛好会』
（八千代市ボランティアセンター登録グループ）
八千代市福祉センターでは、毎月第1・3火曜日に市内在住の障がい者の方たちがバリアフリー
スポーツである『スルーネットピンポン』を行っています。
この度、
（福）千葉県共同募金会を通じて「公益
財団法人車両競技公益資金記念財団」が実施する
ボランティア活動推進事業助成事業に障がい者用
卓球台新規購入の申請を出したところ、
決定をいた
だくことができました。
そして平成30年11月20日（火）に新しい障がい
者用卓球台が搬入されました！
搬入時には愛好会メンバー全員がそろって記念
撮影♪
みなさん、新品の卓球台をさっそく使用して
楽しんでいました！
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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

つながり ささえあう みんなの
地域づくり

〜皆様の温かい気持ちにささえられ〜
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。

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

募金額
募金名
4,009,032円 職 域 募 金
152,180円 その他募金
133,809円 法 人 募 金
合 計 7,086,767円

歳末たすけあい募金
中間報告

募金額
187,018円
458,495円
2,146,233円

募金名
戸別募金
その他募金
合
計

福祉振興基金
チャリティーゴルフ大会
結果報告

八千代市福祉センターよりお知らせ

第37回

「八千代市福祉センター
利用者会議」を開催します

平成30年9月25日（火）鷹之台カンツリー倶楽部に於いて、
「第37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。
当日は天候には恵まれませんでしたが、参加者149名の
方々にご参加いただき、福祉振興基金へ50万円のご寄付を大会実行委員会より贈呈頂きました。
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。

一般の部

1位 山賀

シニアの部

1位 萩原

和佳子 2位 安藤 香代子
3位 朴 順福

秀一
賢

1位 山本

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

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。
八千代市八千代台北 5 - 4 -15

☎047-487-8154

想送舎

検索

ご自宅で受けられる

医療 リハビリマッサージ

痛みや筋力低下を的確にサポート
〜痛みや筋力低下による、日常生活の不安解消を目指して〜

お申し込み・ご相談は

047-779-3723

雅淑 2位 瀧 照正
3位 矢渡 清英

受付時間9：00〜18：00 〒276-0043八千代市萱田1429-1

信頼されて70 年、心地よい住まいへの

直葬をご希望なら

●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

※詳細につきましては、館内掲示等でお知らせ
いたします。

まごて指圧治療院

グランドシニアの部

正次 2位 斎木
3位 田口

時】2月20日（水）13：30〜
所】４階 第3・4会議室

女性の先生も数多く在籍！

女性の部

俊弘
哲夫

【日
【場

健康保険が使えます！

成 績 発 表（敬称略）

弘志 2位 大原
3位 広瀬

募金額
1,560,593円
140,044円
1,700,637円
※平成30年12月5日現在

※平成30年12月5日現在

1位 斎木

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。

お身内だけの火葬式 増改築・リフォーム
〜最低限必要な物の単品フリープラン火葬式〜

153,300円

（税別）

内装・設備・外まわり・エクステリア
耐震・介護リフォーム・その他

介護保険 適用リフォーム
等のご相談も承ります。

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
綜合葬祭センター

あ

たか

0120-76-9494

八千代市内に
選べる4式場
365日
24時間受付

八千代市ゆりのき台1-7-1 八千代中央駅より徒歩3分〔 駐車場120台完備 〕

ご相談・お見積もり無料！ まずはお気軽にお問合せください

0120-482-558

■ 本 社：八千 代 市大 和田112 T EL：0 47- 4 82- 5 511 FA X：0 47- 4 82- 5 513
■営業 所：千葉 市 花 見川区 大日町13 3 0 -1 ■ 建 設 業 知事 許可（特 -2 9）第25 87号
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困った時は相談所へ！！

相談に関する問い合せ先…1４８3-３０２１

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
をぜひ、お気軽にご利用
ください。
平成31年度

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
予約電話（483-3021） 13：00〜16：00

学童保育 嘱託指導員募集のお知らせ

小学校1年生から６年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。
【採 用 日】平成31年4月1日
【雇用期間】平成32年3月31日
（試用期間3か月）
まで
【資
格】いずれかに該当する方 ①保育士資格者 ②社会福祉士資格者 ③高校卒業者で、
２年以上児童福祉事業に従事した者 ④幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・
高校学校・中等教育学校の教諭資格者 ⑤大学での所定の課程の関係課程を学び
卒業した者 ⑥大学での所定の課程の関係課程を学び大学院入学許可した者
⑦大学院での所定の課程の関係課程を学び卒業した者 ⑧外国の大学で所定の
課程の関係課程を学び卒業した者 ⑨高校卒業等で２年以上放課後児童健全育成
事業類似事業に従事した者
＊所定の課程は、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学

【勤務時間】
（通
常）11：00〜19：00（実働7時間）
（学校休業時） 8：00〜19：00（２交代制）
（土 曜 日） 8：00〜17：00（シフト制）
【勤 務 地】八千代市内
【給
与】月給：17万6千円
【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、年次有給休暇及び夏季休暇及び特別休暇等
【応募方法】電話連絡の上、履歴書と作文「応募にあたり」をテーマに2枚程度を、平成31年1月
31日までにご持参もしくは郵送してください。

学童保育補助指導員（パート）募集!!
仕事内容は、小学生の児童の保育・見守りと環境整備等です。
【勤 務 地】八千代市内15学童のいずれか 【時
給】920円
【勤務時間】月曜日〜金曜日 14：00〜19：00（週1回より可）
【応募方法】市販の履歴書(写貼)に必要事項・希望勤務地を記入のうえ、当協議会へ持参して
ください。
（電話連絡の後郵送可）。
【共通 問合せ・申込み先】
八千代市社会福祉協議会 総務課庶務係 1047-483-3021
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5
（福祉センター内）

相

談 日
3月
4月
毎週火・木曜日
毎週火・木曜日
毎週火・木曜日
（21日はお休み）

場

2月

6日・20日

6日・20日

3日・17日

福祉センター
1階
相談室

あたたかいご寄付ありがとうございました
（平成30年 9月1日〜 平成30年 11月30日）
法人運営事業 寄付金（敬称略）
勝田台ふれあい駄菓子屋の会…16,315円

匿名…50,000円

善意銀行 寄付金（敬称略）
勝田台ファミリーフェスタ実行委員会…4,405円
友愛みどり園…2,000円 八千代ゴルフクラブ…3,800円
米本南小PTA…2,000円 八千代台西小学校PTA…2,000円
村上東地区民児協…9,000円 八千代台公民館…96円
緑が丘支会…4,000円 八千代中央ライオンズクラブ…30,000円
八千代ゴルフクラブ…18,100円
高津公民館陶芸サークル「かざぐるま」…2,000円
大和田南小学校…2,000円 八千代台公民館…163円
村上公民館サークル連絡会…4,707円 萱南レンジャー…4,000円
勝田台マージャン雀きち…6,000円
八千代市工場協議会・千葉県経営者協会八千代支部…34,022円

善意銀行 物品寄付（敬称略）
佐藤 兆史…オーブントースター /1台 匿名…ステンレス鍋/1個
勝間 徳蔵…お米/25㎏ 匿名…玄米/30㎏
八千代市土地改良事業推進協議会…白米/24㎏
マルハン八千代緑が丘店…お菓子/5袋・段ボール8箱 佐藤 暁子…玄米/30㎏

福祉振興基金寄付金（敬称略）
第37回 福祉振興基金チャリティーゴルフ大会実行委員会…500,000円

平成30年7月豪雨災害義援金（敬称略）
大山 敬子…12,880円

高津団地支会…14,084円

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
北東自治会…100,000円

台風19号・20号・21号暴風雨災害義援金
八千代市少年野球連盟…30,000円

平成30年度

千葉県
コミュニティソーシャルワーカー育成研修

地域福祉の担い手養成講座
「学童保育所紹介の写真と作品展示会」
開催のお知らせ
当協議会で受託している市内15カ所の学童保育所に通っている
子ども達の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。

学童保育って
楽しいところだよ！
僕たち・私たちの写真と作品を
ぜひ見に来てね！！

【展示期間】１月22日
（火）
〜2月7日
（木）迄
【展示会場】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】八千代市社会福祉協議会（総務課 庶務係）1047-483-3021

生活支援員養成研修会開催のお知らせ

受講料無料

【日 時】2月8日
（金）13：00〜15：30
【主 催】千葉県社会福祉協議会
【会 場】千葉県社会福祉センター
（千葉市中央区千葉港4-3）
【受講対象者】20歳以上の方で生活支援員として当協議会と協力して取り組んでいただける方
【内 容】事業の意義及び概要、DVD上映/契約締結と援助方法、事例演習等
【問合せ】八千代市社会福祉協議会 地域振興課 後見支援センター係
☎047-483-3021
047-486-9787 E-mail：fyc-hp@fukushi.yachiyo.chiba.jp

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！

『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。

受講料
無料

住民座談会の開催等によって自分たちの住む地域の課題やニーズ
を抽出し共有することから、課題に対して自分たちでできることを
話し合い、解決するために地区ごとの「地 域福祉 活動計画」を作成
するという具体的な地域支援のプロセスについて学ぶことによって、
地域福祉活動の担い手を養成することを目的に開催します。
【日 時】2月28日
（木）10：00〜
（受付9：30〜）
【会 場】八千代市福祉センター 4階 第3・4会議室
【スケジュール】

日常生活において判断能力に不安のある方々との契約により、定期的に利用者宅を訪問し、
必要に応じた福祉サービスの利用援助や預貯金の出し入れ、
支払い代行を行う日常生活自立支援
事業の担い手である「生活支援員」の養成研修会が開催されます。※事業の詳細は本誌2ページ参照

第
21
回

所

9：30〜 受付
10：00〜 開講
10：05〜 講義「コミュニティソーシャルワークと
【講師】
地域の支えあい・助けあい」 作新学院大学女子短期大学部
11：00〜 グループ演習
幼児教育科 教授 坪井 真氏
【ファシリテーター】
12：00〜 昼食・休憩
八千代市社会福祉協議会職員
13：00〜 グループ演習
15：40〜 説明「地域福祉の動向と地域福祉フォーラムの活用について」
【講師】千葉県社会福祉協議会地域福祉推進部

16：00

閉講

【対象者】地域福祉活動を担う方や団体 【定 員】70名程度
【申込み】2月13日
（水）
までに電話にて問合せください
【問合せ】八千代市社会福祉協議会 地域づくり係
☎047-483-3021
047-483-3083

※研修内容に関する問合せは、千葉県社会福祉協議会
地域福祉推進班（☎043-245-1102）
までお願いいたします。

お米（29年度産まで）、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
※常温で保存可能で、賞味期限が2 ヶ月以上あるもの

特におかず類が不足しています。缶詰やレトルト・インスタント食品などの提供にご協力ください。

【受付期間】1月15日（火）〜2月28日（木）※平日9：00〜17：00（土日祝は除く）
【回収場所】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1-25-11-101 ※送料は自己負担
【問 合 せ】フードバンクちば ☎043-375-6804
043-242-8900
Email:fbchiba@jigyoudan.com HP:http://foodbank-chiba.com

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。

