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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
つながり ささえあう みんなの
地域づくり

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 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。

募金額
募金名
3,495,460円 職 域 募 金
210,700円 その他募金
38,679円 法 人 募 金
合 計 6,605,991円

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

募金額
178,072円
463,842円
2,219,238円

募金名
戸別募金
その他募金
合
計

募金額
1,236,985円
55,988円
1,292,973円
※令和元年12月5日現在

※令和元年12月5日現在

第38回

福祉振興基金チャリティーゴルフ大会結果報告
令和元年10月11日（金）中山カントリークラブに於いて、
「第38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143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。

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 山口

博成

1位 安藤

香代子

1位 山口

博成

1位 萩原

正次

2位 小川

敦

2位 小山

とし江

2位 小川

敦

2位 今井

章一

3位 寺田

憲児

3位 宗像

篤子

3位 青木

敬治

3位 渡辺

穎一

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。

ご自宅で受けられる

直葬をご希望なら

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
綜合葬祭センター

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

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

令和2年 1月1日

（3）

「地域懇談会」を開催しました。
10月19日（土）〜11月24日（日）に市内7地域で「地域懇談会」を開催しました。
各地域で様々な立場の方々から特色のあるご意見を伺うとともに、市内共通の課題
に関しても把握することができました。
7地域で伺ったご意見は、今後地域福祉計画および地域福祉活動計画に反映させて
いただきます。
高津・緑が丘地域懇談会の様子

高津・緑が丘地域懇談会の様子

「地域懇談会」とは
参加者がグループに分かれ、地域の良いところや心配なことを地域
住民の立場で意見を出し、地域で何ができるか話し合います。
地域
勝 田台

令和元年度 わがまち元気プロジェクト・担い手養成講座

〜 いつまでも元 気に 暮らすために 〜
今 出 来 ること、一 緒 に考えてみませんか？

10年後どんな
手助けが
欲しいですか？

いつまでも
住み続けたい
まちは？

時】1月26日（日）13：30〜15：30
場】八千代市総合生涯学習プラザ 2階多目的ホール
（八千代市ゆりのき台3-7-3）
【定
員】100名（先着順）
参加費
【講
師】淑徳大学 総合福祉学部
無料
准教授 山下 興一郎氏
【電子申込み】https://ws.formzu.net/fgen/S17832802/
【申込み・問合せ】八千代市社会福祉協議会
申込みは
☎047(483)3021 5047(486)9787 こちらから
【日
【会

の様 子

令和元年度

笑って学べる！
はじめての成年後見講座

これからの地域社会
ご近所づきあい
どうしていますか？

懇談会

参加費
無料

県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人のトークや弁護
士による解説を通して、分かりやすく成年後見制度の概要や
職務を伝え、制度の利用促進や周知を図ります。
【日

時】２月９日（日）13：00〜16：00

【会
場】千葉市生涯学習センター ２階ホール
【定
員】300名（申込先着順）
【申
込】FAX又はE-mailで申し込む
【締め切り】２月３日（月）必着
【申込・問合せ】千葉県後見支援センター
(〒260-8508
千葉市中央区千葉港４-３
千葉県後見支援センター )
☎043(204)6012
5043(204)6013
Ｅ-mail:smile@chibakenshakyo.com

（4）

令和2年 1月1日

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、
お気軽にご利用ください。

相談に関する問い合せ先 1047-４８3-３０２１
相

談 日
3月

相談内容

曜日及び時間

心配ごと相談専用電話

毎週火・木曜日
13：00〜16：00

毎週火・木曜日
（11日はお休み）

毎週火・木曜日

毎週火・木曜日

毎月第1・3水曜日
13：00〜16：00

5日・19日

4日・18日

1日・15日

1487-2940
法律相談（要予約）予約電話

1483-3021

2月

所

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

誰にでもできることがある！

（令和元年 9月1日〜 令和元年 12月15日）

ボランティア
カフェへ集合！
2月1日（土）開催

法人運営事業 寄付金（敬称略）
齊藤 雄一…22,570円

善意銀行 寄付金（敬称略）

9：00〜12：00
八千代市福祉センター（市役所隣）

参加

無料

第3・4会議室

【対象】
ボランティアに興味のある市民のみなさん

●あなたを必要としています！
何かを始めてみたいと感じたら、ボランティアカフェ
で気楽にお茶を飲みながら、みんなでおしゃべりしま
しょう。地域活動のことを知るチャンスです！
ご参加お待ちしています。

地域で様々な活動をしているボランティアグループや市民活動団体の
みなさんがお待ちしています！
まずは、どんなことをしているのか、なんのためにやっているのか、知る
ことから始めませんか！あなたのできることが、誰かの役に立ちます。
【共催】八千代市社会福祉協議会・八千代市ボランティアセンター・
八千代市・八千代市市民活動サポートセンター運営委員会
【後援】
（株）ふくろうエフエム

【問合せ】八千代市市民活動サポートセンター
1047-481-3222
047-481-3221

匿名…10,000円 勝田台夏まつり実行委員会…2,050円
友愛みどり園…4,000 円 千葉県ヤクルト販売（株）…6,000円
匿名…2,000円 (株）ダンロップスポーツウェルネス…2,000円
匿名…5,000円 八千代台東支会…2,000円
八千代台西小学校PTA…4,000円
八千代台まちづくり協議会…4,000円
緑が丘支会…4,000円 雀きち（勝田台）…7,000円
八千代市工場協議会・千葉県経営者協会八千代支部…37,171円
阿蘇北部支会…2,000円
高津公民館陶芸サークル「かざぐるま」…2,000円
エステージ（株）…6,250円 村上公民館サークル連絡会…3,207円
匿名…389円 八千代中央ライオンズクラブ…30,000円
匿名…5,000円

善意銀行 物品寄付（敬称略）

●人とつながるカフェタイム

善意銀行事業

場

4月

QRコードへ
アクセス

勝田台夏祭り実行委員会…クオカード/3枚
マルハン 八千代緑が丘店…お菓子/段ボール32箱
上野 昭男…お米/30㎏ 伊藤 深雪…かるた・トランプ/7個
大和田支会…トイレットペーパー・手ぴかスプレー /2袋・2個・
おもちゃ /4箱
星坂 恵子…座布団/16枚

福祉振興基金寄付金（敬称略）
ダイセーロジスティクス
（株）
八千代ハブセンター…30,000円
第38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

令和元年 台風15号千葉県災害義援金（敬称略）
匿名…2,000円 緑が丘支会…77,403円
三橋 良徳…10,000円 大和田新田上区…100,000円
コーヒーと音楽の集い…10,000円

令和元年 台風19号千葉県災害義援金（敬称略）
八千代台東支会…32,030円 愛宕みどり会…100,000
やちにしマルシェ実行委員会…6,498円 緑が丘支会…48,600円

紙オムツ配布事業の廃止のお知らせ

善意銀行事業で実施しております紙オムツ配布事業は、今年度をもちまして終了とさせていただくこと
となりました。
この事業は昭和54年、高齢者福祉サービスが確立されていない中、市民の皆様からの寄付金を活用さ
せていただき実施しておりましたが、現在の福祉課題は少子高齢化のみならず複雑かつ多様化しており、
制度の谷間にある様々な課題が山積している状況です。紙オムツにつきましても、現在、配布させていた
だいているリスト以上に様々なタイプの要望が寄せられており、一概に対応は様々な面で難しく、事業の
廃止となりました。
今後については、市民の皆様から寄せられた紙オムツを必要とされる方へお渡しし、役立てていただけ
るよう「紙オムツバンク」として、事業転換をさせていただきます。

【問合せ】総務課 センター 管理係 ☎047-483-3021
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。

紙オムツバンクからの
お知らせ
未開封の 紙オムツがござい
ましたらご寄付ください。
ご 寄 付いただいた紙オムツ
は必要とされる方々にお渡たし
し、役立てられます。
ご連絡をお願い致します。

