
　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460万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6，581，318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

　令和4年1月に開催を予定しておりました、令和3年度福祉関係者新年交流会については、 
コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、中止といたしましたのでお知らせいたします。

令和3年度福祉関係者新年交流会中止のお知らせ

　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3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
赤い羽根共同募金運動
ご協力のお願い

じぶんの町を良くするしくみ。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～～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・バンドリ!ガールズバンドパーティ!・劇場版 呪術廻戦 0等）
　詳しくは千葉県共同募金会八千代市支会まで（☎047-483-3021）

【期間】１０月１日～3月31日

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。
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●「赤い羽根共同募金運動」開始とご協力のお願い
●令和3年度福祉関係者新年交流会中止のお知らせ
●コロナ禍でも「つながり」を絶やさない！
●ボランティアセンターからのお知らせ
●お知らせコーナー
●令和3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3年10月号

■URL  http://yachiyosyakyo.jp/

（1）

「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。

令和3年 10月1日

※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。



　現在、コロナ禍において、人と人とが互いに距離を取り、接触 

する機会を減らすことが求められ、ボランティアや支え合い活動

も思うようにできない状況にあります。そのような中、日常生活

において支援が必要な方々が増えてきています。

　我々、八千代市社会福祉協議会・ボランティアセンターでは  

「支え合い活動は不要不急の活動ではない」と捉え、感染予防を

徹底し、ボランティアの方々のお力を借りて、支援の輪が途切れ

ないようにしています。

　何か生活上で困りごとがありましたら、お気軽に社会福祉協議

会までご連絡ください。

コロナ禍でも「つながり」を
絶やさない！
コロナ禍でも「つながり」を
絶やさない！

【ゴミ出し支援】【ゴミ出し支援】

【草刈り支援】【草刈り支援】

【買い物支援】【買い物支援】

【網戸の清掃】【網戸の清掃】

ボランティアセンターからのお知らせ
　当会に登録いただいているボランティアグループ「ロータスクラブ」は、使用済
み切手を整理し、集めた切手をスタンプ商に売却、その資金を市内の福祉活動
に提供してくださっています。グループ設立34年目を迎え、現在23名のメンバー
が活動しています。所属されている、稲垣実枝子さん、五代儀あきさんのお二人
は、今年の７月と８月に揃って卒寿を迎えられました！！
　「ボランティア作業でのおしゃべりが、何より元気の源」と仰るお二人は、日頃
から所作が美しく、お若く、とてもお元気です。稲垣さんに関しては、設立当初
から活躍してくださっています。
　お二人の〈卒寿・率先作業〉で、メンバーは素晴らしい刺激を受け、日々作業に
励んでおります。

FaceBook

活動の紹介は
Facebookを
ご覧ください

【食事支援】【食事支援】

ボランティアセンターでは、ゆいのわサポーター、支会福祉委員、個人
ボランティアを随時募集しております。
ご興味、関心のある方は☎047-483-3021までお問い合わせください。

（2） 令和3年 10月1日



学童保育スタッフ募集学童保育スタッフ募集

【勤務地】八千代市内（八千代台・勝田台・米本地区）
【休日】日曜・祝日・年末年始　【待遇】交通費支給

八千代市社会福祉協議会
（八千代市大和田新田312-5）

【小学校児童の保育・見守り等】

【時間】平日11:00～19:00/土曜8:00～17:00
　　　※シフトによる週休2日制
　　　※交代制・休憩有
【給与】181,000円
【資格】保育士資格または学校教員免許
　　　（幼・小・中・高いずれか）をお持ちの方、
　　　または放課後児童支援員・認定資格者

嘱託指導員

☎047-483-3021
（担当）地域振興課拠点づくり班

お気軽にお電話ください♪

　福祉センターが懸け橋となり、不要となった紙おむつを 
必要な人へ繋ぐ、リサイクル活動を行っております。
　市民の方から寄付していただいたものを配布しています
ので、ご希望の種類やサイズがない場合があります。また、 
メーカーの指定は出来ません。予めご了承ください。

【手続き方法】（事前連絡の上、来所願います）
●希望の紙オムツの種類
　①テープ止め ②リハビリパンツ ③尿取りパット）、
　サイズ、個数をお伝えください（お一人様３つまで）
●お名前、来所する日時をお伝えください
●配送は行っていません

相談内容
11月

毎週火・木曜日
13：00〜16：00

曜日及び時間
相　談　日

場　所

毎週
火・木曜日

福祉センター
1階

相談室

心配ごと相談
専用電話（487-2940）

毎月第1・3水曜日
13：00〜16：00

17日

12月

毎週
火・木曜日

1日・15日

R4/1月

毎週
火・木曜日

5日・19日

2月

毎週
火・木曜日

2日・16日

3月

毎週
火・木曜日

2日・16日
法律相談（要予約）

予約電話（483-3021）

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。

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3年4月1日～令和3年8月31日）

八千代ロータリークラブ…30,000円

匿名…1,000,000円

匿名…100,000円

法人運営事業 寄付金（敬称略）
八代仁一…紙おむつ・おしり拭き洗浄綿/4パック・一式、駒井健一…新米/50kg、

有ケ谷恵美子…車椅子・シルバーカー・リハビリパンツ/１台・１台・3パック、村山敏夫…米/50kg、

村野明子…シャンプー・コンディショナー・マスク/２本・１本・２個、掛川礼子…着物・帯・その他/一式（5kg）、

マルハン八千代東店…お菓子/ダンボール3箱、

マルハン八千代緑が丘店…お菓子・ジュース/ダンボール44箱・2ケース、

ボーイスカウト八千代第4団…レトルト食品/ダンボール2箱、手塚進…ドライブレコーダー /一式、

八田政子…布マスク/55枚、中村けい、涼子…食器・調理器具/6箱、南菜摘…玄米/30kg、

鈴木清枝…coco壱番屋レトルトカレー /野菜50個・ポーク50個、沼田功…レトルトカレー甘口/120個、

K.Y…足踏み健康器具/1台、匿名…大人用紙おむつ/２パック、石井敏雄…米/4俵（240kg）、匿名…紙おむつ/1袋

善意銀行 物品寄付（敬称略）

甘味喫茶あかし…4,419円

銀座チャイナドール…3,839円

寿司岩…10,799円

宮崎と仲間達…5,000円

匿名…2,000円

匿名…10,000円

善意銀行 寄付金（敬称略）

匿名…100,000円、ダイセーロジスティクス㈱八千代ハブセンター…30,000円

福祉振興基金 寄付金（敬称略）

高津団地ラジオ体操一同…6,500円

令和３年７月豪雨災害義援金（敬称略）
宮﨑祐治…78,000円、石田畳店…10,000円

子ども支援事業 寄付金（敬称略）

※なお、祝・祭日はお休みさせていただきます。

八千代市福祉センターよりお知らせ

　ご家庭で余っている食品、不要な食品等があれば是非ご
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。
　皆さまのご協力をお願いいたします。

ご家庭に眠っている食品大募集！第28回フードドライブを実施します。

・・・・・・・・・・・・・ご寄付いただきたい食品・・・・・・・・・・・・・
お米（前年度以降）・缶詰・レトルト・インスタント食品など、
常温で保存可能で、賞味期限が2ヶ月以上あるもの

【お問い合わせ】八千代市福祉センター
☎047-483-1171（月曜日～金曜日の午前9時～午後5時）

紙おむつバンク

主催：フードバンクちば
協力：八千代市社会福祉協議会
期間：9月13日（月）～10月29日（金）
受付：平日9：00 ～17：00
回収場所：八千代市福祉センター１階（八千代市役所隣）

主催：フードバンクちば
協力：八千代市社会福祉協議会
期間：9月13日（月）～10月29日（金）
受付：平日9：00 ～17：00
回収場所：八千代市福祉センター１階（八千代市役所隣）

【手続き方法】
（事前連絡の上、来所願います）
【手続き方法】
（事前連絡の上、来所願います）

（3）令和3年 10月1日



つながり　ささえあう　みんなの地域づくり

※一世帯あたり、6,000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。

■個人・世帯へのお見舞金
対　象

身体障害者(児)

知的障害者(児)

精神障害者(児)

交通遺児

要保護世帯

準要保護世帯

身体障害者手帳(1・2級)所持者

療育手帳 (Ⓐ・Ⓐ-1・Ⓐ-2・A-1・A-2) 所持者

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
(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

手帳の写し

手帳の写し

手帳の写し

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

内　　　　　容 金　額 添付書類（コピー可）

■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・企画管理課へご提出ください。

　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3年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ令和3年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ

（様式1）

（あて先） 八千代市社会福祉協議会会長

歳末たすけあい配分申請書
令和　　  年　　  月　　  日

住 所 八千代市

フ リ ガ ナ

氏 名 T ・ S ・ H ・ R  　   年　   月  　 日生（  　 歳）

電 話 ※日中、連絡可能な番号をご記入ください。

○申　請　者

氏 名 申請者との関係

電 話 ※携帯電話可

住 所○代　理　人

1 . 普通預金　　2 . 当座預金  銀行　　　　　　　　　 支店
フ リ ガ ナ

口座番号 口座名義

○受け取り方法 該当する□に　を入れてください。

□ 銀行振込（お見舞金より振込手数料を差し引きます。千葉銀行をご利用頂くと振込手数料が他行に比べ安価です。）

　  ※申請者本人の口座に限る　振込希望口座を下記に記入し、通帳の写しを必ず添付してください。

○申 請 区 分 該当する□に　を入れ、該当事項に○をつけてください。 

□ 1. 身体障害者（児）：身体障害者手帳　　　　　　　　　　　　　　　 　 1　・　2級

□ 2. 知的障害者（児）：療育手帳　　　　　 Ⓐ　・　Ⓐ -1 　・　Ⓐ -2　・　A-1　・　A-2

□ 3. 精神障害者（児）：精神障害者保健福祉手帳　　　　　　　　　　　 　 1　・　2級

□ 4. 交通遺児　　　　　　□ 5. 要保護世帯（生活保護世帯は適用除外）

※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。

個人情報の
取り扱いについて

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　）

キ リ ト リ

【締切日】令和3年11月19日(金)　17：00到着分まで有効

新型コロナウイルス感染状況を鑑み、お見舞金の受け取り方法は
『窓口』または『振込』の２択となりますが、感染拡大防止の観点から
銀行振込を推奨しております。
【振込手数料】（参考）
※振込先は申請者本人の口座に限ります。
※振込は千葉銀行より行いますので、下記の振込手数料をお見舞金より
　差し引きます。
※千葉銀行での受け取り　１件 330円
※他の銀行での受け取り　１件 660円

【申請書の配布・お問合せ先】 八千代市社会福祉協議会　企画管理課　☎047-483-3021　　047-483-3083
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5　福祉センター1階

（ご注意） 締切り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。

お
願
い

※コロナウイルスの感染がご心配の方や感染中の方は、上記の括弧書きの内容をご確認の上、
　銀行振込を選択してください。

□ 福祉センター 1階へ来所

（4） 令和3年 10月1日

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。
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