令和元年 10月1日

（1）

No.208

令和元年10月号
発行/ 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
住所/八千代市大和田新田312-5

TEL 047-483-3021 FAX 047-483-3083
1P ●「赤い羽根共同募金運動」開始とご協力のお願い
●会長就任挨拶

TOPIX

2P ●成年後見人制度講演会

●移送サービス利用者募集

3P ●お知らせコーナー
4P ●令和元年度歳末たすけあい募金からのお知らせ

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。

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

h t t p://yach i yosyakyo.jp/

じ ぶ ん の 町 を 良 くす るし くみ。
〜あなた の ハ ー ト ♥ を 募 金 に か え て 〜

赤い羽根共同募金運動ご協力の
お願い 【期間】１０月１日〜 3 月31 日
●赤い羽根デー タベース『 は ねっと 』をご覧下さい

www.akaihane.or.jp

秋の訪れとともに、
今年も10月1日より
『じぶんの町を良くするしくみ』
をスローガンに
千葉県共同募金会マスコットキャラクター
『びわぴよ』
赤い羽根共同募金運動が全国一斉に実施されます。
『ひとり、ひとりのやさしさが、私達の住む町をもっとやさしくしてくれる』今年も1本の赤い羽根に皆様の温かいご協力を
お願い致します。

街頭募金10月1日（火）

昨年度の市内の募金実績 ９，
103，445円

【時間】15：00〜17：00迄

ご協力ありがとうございました！
！

10月1日（火）15：00よ り17：00迄、京 成 線3駅（八 千 代 台・
大和田・勝田台）東葉高速鉄道4駅（東葉勝田台・村上・八千代
中央・八千代緑が丘）イトーヨーカドーおよびフルルガーデン
八千代にて各種団体・ボランティアの方にご協力を頂き「街頭
募金」運動を実施します。
皆様のご協力をお待ちしております。
募金箱や赤い羽根自動
販売機の設置にご協力・
ご検討頂ける法人・商店
様を募集しています！

皆様よりご協力頂いた募金の約70％が八千代市内の地域福祉のために
使われています。※残りの30％は、県内の民間福祉施設へ助成される他、
大規模災害時の支援等の準備金として積み立てられています。
●昨年度は約630万円を地域福祉の推進のために活用させて頂きました
＊地域の世代間交流に＊
●子ども会・おもちゃの図書館「あひる」
へ
●皆様の心配ごと解決のお手伝い
●ボランティア活動を安心して行うために
●広報啓発のために
●自治会への助成

等々

会長就任挨拶
このたび、櫻井会長の任期満了による退任に伴い、先の理事会において選任され、会長に就任いたしました
綱島でございます。
少子高齢化、地域社会のつながりの希薄化等、社会福祉を取り巻く環境が複雑化、多様化している中、国は
「地域共生社会」の実現を掲げており、地域福祉の推進を使命とする社会福祉協議会の果たす役割は極めて重要
なことと認識しております。
微力ではございますが、皆様方のお力添えをいただき、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」に誠心
誠意努めてまいる所存ですので、前会長同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

「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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成年後見制度講演会

終活における成年後見制度の活用

日本は超高齢社会を迎えており、認知症高齢者の増加、孤独死や空き家問題、相続トラブルなど、様々な社会問題が起きており
ます。
今後「自分の人生をどのように送るか」、
「残された家族のために、どのような活動が必要となるか」、終活に向け、成年後見制度、
遺言、相続について概要を伝え、効力や権限の範囲など事例を交えて講演します。
また、相続において問題の一つとなる空き家問題について、八千代市における現状と取り組みや相談体制について講演します。
※講演終了後に、より具体的な相談の場を設け、成年後見制度の理解や不安、空き家問題を払拭できる機会とするため、個別相談会を開催します。

【日

時】 講演会

11月5日(火) 13：30 〜 15：30

相談会

11月5日(火) 15：40〜16：40

【開 催 地】八千代市福祉センター 4階 第3・4会議室（八千代市大和田新田312-5）
【対

象】八千代市内在住・在勤の方

【定

員】講演会：120名
相談会：成年後見制度や相続、遺言についてなど…8人、空き家問題について…6人
※いずれも事前申し込みによる先着順で受付を行い、全て定員になり次第締切

【講

師】①千葉県弁護士会所属 法律事務所シリウス 弁護士 濟木 昭宏氏
②八千代市 都市整備部 建築指導課 主査 石井 卓也氏

参加費
無料

【申込方法】電話・FAXのいずれかで、10月15日(火)〜10月31日(木)まで受付。
※FAX受信の個別返信はせず、定員を超えた場合のみ返信を行います。
【申込・問合せ】社会福祉法人 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 5047-486-9787

【主

催】八千代市、社会福祉法人八千代市社会福祉協議会

【後

援】千葉県弁護士会

移送サービス利用者募集
八千代市社会福祉協議会では、交通手段の確保が困難な歩行困難者に対し、外出を援助する「移送サービス事業」を行ない、
地域住民が健康維持や社会参加の機会を持てるよう支援をしています。
【対

象

者】・介護保険法における「要介護者」、
「要支援者」
・肢体不自由又は内部障害、もしくは精神障害及び知的障害などにより単独での移動が困難な方

【ご利用料金】下記①〜③の合計金額が利用料金になります
①距離(1km)× 50円
②時間(10分)×150円
③基本料金
300円
※片道ご利用の場合にも往復分の料金をいただきます
【注 意 事 項】・日程やお時間によってはご利用いただけない場合がございます
・介助が必要な方は、
介助のできる方に同乗していただきます
・当事業は介護保険制度における移送サービスではありません
【申込み方法】移送サービスを利用したい、興味があるという方はお気軽にご連絡ください。
八千代市社会福祉協議会 移送サービス担当

☎047-483-3021

※審査などの登録手続き完了後、サービスをご利用いただけます
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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。

相談内容

11月

心配ごと相談
毎週火・木曜日
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
6・20日
予約電話（483-3021） 13：00〜16：00

みんなの福祉センターまつり＋1
み・る・くとおんがく

【時
【会
【内

コーヒーと音楽の集い

毎週火・木曜日

4日・18日

15日

【問合せ】八千代市福祉センター 1047-483-1171

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。

紙芝居・読み聞かせ ひ☆ろ☆ば
【時
【会
【内

場

1月

間】14：00〜15：00 【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。

所

福祉センター
1階
相談室

毎月第3土曜日は楽しいことがいっぱい！

プラス
ワン

※英語コーナー
「ロジッカ子ども英語」
（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！

【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。

談 日
12月

毎週火・木曜日

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

【時 間】10：30〜11：30
【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】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。

令和元年度 第3回

相

曜日及び時間

皆様の
ご参加を
お待ちして
います♪

絵手紙 ふうせん
【時
【会
【内

間】10：00〜11：30 【参加費】
100円（材料費）※当日集金
場】福祉センター 2階 第1会議室
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。

【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。

ロータスクラブ

※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 ★ 10月19日（土）★ 11月16日（土）★ 12月21日（土）

福祉のしごと就職フェア in ちば

千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業所等へ就職を希望する方を対象に、
「福祉のしごと就職フェア in ちば」を
下記のとおり開催します。内容は求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者との個別面談や福祉職場に関する相談などを
行い、福祉・介護人材の確保と就労のサポートを図ります。

参加費
無料

（受付12：00〜）
【日
時】11月27日（水） 13：00〜16：00
【会
場】ザ・クレストホテル柏 4階クレストルーム（柏市末広町14-1） JR柏駅より徒歩2分
【参加方法】直接会場へお越しください（履歴書不要）。
【問 合 せ】千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
☎043-222-1294（祝祭日を除く月〜土曜日10：00〜18：00） http://www.chibakenshakyo.net/

あたたかいご寄付ありがとうございました （平成31年4月1日〜令和元年8月31日）
善意銀行 寄付金（敬称略）

法人運営事業寄付金（敬称略）

匿名…25,000円 寿司岩…7,809円
銀座チャイナドール…8,005円 八千代台東支会…2,000円
木球会…5,000円 ヨークマート勝田台店…4,027円
あべちゃん…3,062円 村上東地区民児協…9,000円
特定非営利活動法人テンダーケア…4,224円
八千代台東支会…5,445円 匿名…1,000円
八千代台ギタークラブ…7,000円 匿名…2,000円
ふれあい25期会…9,000円 勝田台公民館…2,239円
西高津子ども会…2,000円 緑が丘支会…4,000円
井内良子…3,000円 八千代ゴルフクラブ…18,300円
勝田台支会…2,000円 八千代台東支会…2,000円
緑が丘南自治会…2,000円 (福）清明会…2,000円
匿名…1,000円 村上美晴…100,000円
緑が丘西自治会…2,000円

齋藤雄一…756,800円
Ｄ’ステーション八千代店…200,000円 匿名…50,000円
匿名…1,000,000円 明治大学八千代駿台会…150,200円

信頼されて70 年、心地よい住まいへの

増改築・リフォーム
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。

善意銀行 物品寄付（敬称略）
マルハン…お菓子/ダンボール65箱

匿名…車椅子/1台

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…18,634円

北海道胆振東部地震災害義援金（敬称略）
八千代台東支会…13,791円

熊本地震災害義援金（敬称略）
高津団地自治会…13,131円

お身内だけの火葬式
〜最低限必要な物の単品フリープラン火葬式〜

153,300円より
（税別）

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
あ

たか

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

0120-76-9494

12月1日から「つ な が り ささえ あう
みん なの 地 域 づくり」をスローガンに
歳 末たすけあい運 動が 展開されます。
この運動は、共同募金の一環として市町
村単位で行われて いる募金です。毎年
市 民 の 皆 さんからお 寄 せ いた だ いた
募金は市内の障がいをお持ちの方々や
子ど もさんが 義 務 教 育を 受 けている
準要保護世帯へ歳末たすけあい見舞金
としてお渡しいたします。
また、
八千代市内の食事サービスや地域
の福祉活動でも役立てられております。

ご自宅で受けられる

直葬をご希望なら

綜合葬祭センター

歳末たすけあい募金の
ご協力を
お願いいたします

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 〕

医療 リハビリマッサージ
健康保険が使えます！
女性の先生も数多く在籍！
痛みや筋力低下を的確にサポート
生活水準の向上、介護に携わる方の負担軽減を目指して

まごて指圧治療院
お申し込み・ご相談は

047-779-3723
受付時間9：00〜18：00 〒276-0043八千代市萱田1429-1
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つながり ささえあう

みんなの地域づくり

令和元年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ
■個人・世帯へのお見舞金
対 象
身体障害者(児)

内
容
身体障害者手帳(1・2級)所持者

知的障害者(児)

療育手帳 (Ⓐ・Ⓐ-1・Ⓐ-2・A-1・A-2) 所持者

精神障害者(児)

精神障害者保健福祉手帳(1・2級)所持者
交通事故によって保護者の方を亡くされた児童

交通遺児
要保護世帯
準要保護世帯

金

(18歳以下)

日常生活で経済的に困窮と認められる世帯
学校を通じて申請書を配布します

額

添付書類（コピー可）

3,000円
3,000円
3,000円

手帳の写し
手帳の写し
手帳の写し

3,000円

八千代市社会福祉協議会では、
日常
生活で経済的に困窮している方々へ
『歳末たすけあい募金』にお寄せいた
だいた浄 財よりお見 舞 金をお渡しし
ます。
対象者等の詳細については、左記内
容をご確認下さい。
（市内在住の方)

5,000円
5,000円

※一世帯あたり、8,000円が上限です。
（例）
『各障害者の対象区分』＋『準要または要保護世帯』
※生活保護受給中の世帯については、申請できません。
※要保護世帯（生活保護世帯は適用除外）と準要保護世帯の同時申請は受付できません。
※精査させていただいたうえで該当の有無を決定しますので、対象とならない場合もございます。

■下記申請用紙に必要事項を明記の上、添付書類を添えて
お近くの地区担当民生・児童委員もしくは
八千代市社会福祉協議会・総務課庶務係へご提出ください。
【締切日】令和元年11月15日(金)

【申請書の配布・お問合せ先】
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5
福祉センター 1階
八千代市社会福祉協議会 総務課庶務係

17：00到着分まで有効

（ご注意）締切日以降に提出された申請書は無効となります。予めご了承ください。

☎047-483-3021

※配布時期は、12月中旬より行いますが、
お住まいの地域によってお届け日時が異なります。
また、申請結果については、窓口での受け取り希望者のみ通知しています。

047-483-3083

キ リ ト リ

歳末たすけあい配分申請書

（様式1）

令和

（あて先）八千代市社会福祉協議会会長

○申

請

者

住

所

年

月

日

八千代市

フ リ ガ ナ

○代

理

人

○申 請 区 分

氏

名

電

話

住

所

氏

名

電

話

該当する□に

□
□
□
□

○受け取り方法

1.
2.
3.
4.

T・S・H・R

年

日生
（

歳）

※日中、連絡可能な番号をご記入ください。

申請者との関係
※携帯電話可

を入れ、該当事項に○をつけてください。

身体障害者（児）
：身体障害者手帳
1 ・ 2級
知的障害者（児）
：療育手帳
Ⓐ ・ Ⓐ -1 ・ Ⓐ -2 ・ A-1 ・ A-2
精神障害者（児）
：精神障害者保健福祉手帳
1 ・ 2級
交通遺児
□ 5. 要保護世帯（生活保護世帯は適用除外）

該当する□に

月

※1〜3については障害者
手 帳 のコピーを必ず
添付してください。

を入れてください。

□ 福祉センター 1階へ来所
□ 地区担当民生委員がご自宅へ訪問
□ 銀行振込（お見舞金より振込手数料を差し引きます）※申請者本人の口座に限る
振込希望口座を下記に記入し、通帳の写しを添付してください。
銀行

支店

普通口座
フ リ ガ ナ

口座番号

個人情報の
取り扱いについて

口座名義

今後、八千代市社会福祉協議会が実施する福祉事業『福祉の情報や地域交流会等への参加の呼びかけ、友愛訪問及び見守り
活動、防犯・防災活動に伴う名簿の作成並びに関係機関への情報提供等』にあなたの個人情報を活用することについて同意
されるかお尋ねします。 次のどちらかに○をしてください。 同 意
（ します ・ しません ）

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。

