
　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。

ご協力ありがとうございました！！

●昨年度は約600万円を地域福祉の推進のために活用させて頂きました

昨年度の市内の募金実績8，580，190円 ●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

この度、新型コロナウイルス感染症拡大によって地域社会全体に大きな影響を生じて
いることを踏まえ、従業員と会社のマッチングによる地元支援「私の地元応援募金」
を実施していただき、地域のみなさまの暮らし・健康を豊かにするため多大なる募金
を当協議会へ寄付して頂きました。ありがとうございました。

地元の元気プロジェクト
明治安田生命保険相互会社様より

　現下のコロナ禍において、普段とは違う「困りごと」を抱えた人や、地域との

繋がりが絶たれ、孤独・孤立になる人が増えています。

共同募金はそういった「目に見えにくい課題」にも積極的に支援しており、令和

2年度は「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」を   

共通助成テーマとして掲げ、今年も10月1日より『じぶんの町を良くするしく

み』をスローガンに赤い羽根共同募金運動が全国一斉に実施されます。

　このような状況下ではございますが、大切な「人とのつながり」を取り戻し、

日々の生活を支える地域福祉活動推進のために、今年も1本の赤い羽根に皆様

の温かいご協力をお願いいたします。

●赤い羽根データベース 『はねっと』 をご覧下さい　www.akaihane.or.jp

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

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

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～

千葉県共同募金会マスコットキャラクター『びわぴよ』

●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。
●赤い羽根募金協力資材もたくさんあります。（初音ミク・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編・バンドリ!ガールズバンドパーティ!等）
　詳しくは千葉県共同募金会八千代市支会まで（☎047-483-3021）
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●「赤い羽根共同募金運動」開始とご協力のお願い
●「私の地元応援募金」を頂きました
●善意のマスク運動
●ふらっとホーム食品配布
●お知らせコーナー
●令和2年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ

TOPIX

TEL 047-483-3021　FAX 047-483-3083

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

令和2年10月号

■URL  http://yachiyosyakyo.jp/
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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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※毎年実施しております「街頭募金」は新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、中止することを決定いたしました。



『善意のマスク運動』に多くの善意をいただきました。
　令和2年6月10日から7月31日まで新型コロナウイルス感染  
拡大予防並びに、住民同士の支え合い活動の強化を目的として
『善意のマスク運動』を八千代市保健センター及び市内の各支所
のご協力のもと展開し、2,000枚以上マスクをお預かりすること
ができました。また、実施期間終了後も当会の窓口へ市民の    
皆様、地元企業様から併せて5,000枚以上の子ども用、大人用の
手作りを含めたマスクをお届けいただきました。
　お預かりしましたマスクの配布先につきましては関係機関等に  
確認の上、理事会で相談させていただき、市内の小中学校、幼稚
園等教育機関へお届けしました。

東高津中学校

阿蘇中学校米本小学校八千代台東中学校

たかつ幼稚園

大和田小学校 大和田南小学校

みどりが丘小学校

お配りしたご家庭からは「家族みんなで喜んでいます！」との声をいただいています。
引き続き支援を継続する予定です。

お子さまのいらっしゃるご家庭で、食事にお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。

　子どもの居場所事業『ふらっとホーム』は、新型コロナ
ウイルス感染防止のため、約半年もの間、活動休止を余儀
なくされています。そんな中、『ふらっとホーム大和田』と
『ふらっとホーム緑が丘』では、「従来の活動はできないけ
れど地域の子どもたちのために何かをしたい！」、「今まで
築いてきた顔の見える関係を途絶えさせてはいけない！」
との思いから、ニーズのあるお子さまのいるご家庭に食品
の配布を行っています。配布する食品には、企業様や個人
の方からの寄付を活用させていただいております。

ふらっとホーム食品配布

≪お問い合わせ≫八千代市社会福祉協議会　ふらっとホーム担当
☎047-483-3021

▲『ふらっとホーム大和田』ボランティアによる袋詰めの様子▲『ふらっとホーム大和田』ボランティアによる袋詰めの様子▲『ふらっとホーム緑が丘～思いやりの架け橋大作戦～』配布の様子▲『ふらっとホーム緑が丘～思いやりの架け橋大作戦～』配布の様子
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■本社：八千代市大和田112　TEL：047-482-5511　FAX：047-482-5513
■営業所：千葉市花見川区大日町1330-1　■建設業知事許可（特-29）第2587号

介護保険適用リフォーム
等のご相談も承ります。

0120-482-558
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

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

ం൵ૄຩۙၕୠ!ۋຮ။ߔ

【勤務地】八千代市内（八千代台・勝田台・米本地区）
【時　間】平日11時～19時/土曜8時～17時
　　　　※交代制・休憩あり
【休　日】日曜・祝日・年末年始
　　　　（シフトによる週休2日制）
【資　格】放課後児童支援員認定資格者
【給　与】月給176,000円

☎047-483-3021
ཞಫൣીଜޏဏޏࢾ

八千代市大和田新田312-5

ȤడȱਮəĆȮഊඨɉ

【小学校児童の保育・見守り等】
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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。

あたたかいご寄付ありがとうございましたあたたかいご寄付ありがとうございました （令和2年4月1日～令和2年8月31日）
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福祉振興基金 寄付金（敬称略）

ŦɄȤĂ୳ĆɉȤəȯȵɀȞȹȺȧɘȳă

お知らせ　令和2年度社会福祉関係者新年賀詞交歓会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、
中止を決定致しました。お問い合わせは、総務課へ

八千代市ボランティアセンターからのお知らせ

ボランティアについて
学べる講座を開催しています

講　座
やりたい・興味のある
活動を紹介します

紹　介
ボランティアに関する

ご質問・ご相談におこたえします

相　談

【住所】〒276-0046　八千代市大和田新田312-5
　　　八千代市福祉センター 3F（市役所隣）
【休み】土曜日・日曜日・祝日・年末年始
【H P】http://yachiyosyakyo.jp/
【電話】☎047-483-3021　担当 八巻

八千代市ボランティアセンター

八千代市ボランティアセンターでは、ボランティアに関する各種相談を随時受付ております。
ボランティアへの相談や活動を考えている方、ぜひ一度ご連絡ください！

twitterFaceBook Instagram Piazza

ボランティアについて
1.どんなボランティアがあるか知りたい
2.こんな経験をしてみたい
3.ボランティア保険に加入したい
4.困っている人を助けたい
5.地域の役に立ちたい など

1.どんなボランティアがあるか知りたい
2.こんな経験をしてみたい
3.ボランティア保険に加入したい
4.困っている人を助けたい
5.地域の役に立ちたい など
お気軽にご相談ください!お気軽にご相談ください!

HP
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つながり　ささえあう　みんなの地域づくり
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■個人・世帯へのお見舞金
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■下記申請用紙に必要事項を明記の上、添付書類を添えて
　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。

【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
☎047-483-3021　 047-483-3083

　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)

令和2年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ令和2年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ
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※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりお見舞金の受け取り方法は、
　窓口及び振込のみとなりますのでご注意下さい。

【締切日】令和2年11月20日(金)　17：00到着分まで有効

Ī5ī ᇇሆ3༃!21ॢ2

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。


