
　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！！
昨年度の市内の募金実績7,944,376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

　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４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。

●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。詳しくは千葉県共同募金会八千代市支会まで（☎047-483-3021）

※去年、一昨年と新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、中止しておりました「街頭募金」を今年は、10月3日
　15：00から17：00に京成3駅（八千代台、京成大和田、勝田台）東葉高速4駅（東葉勝田台、村上、八千代中央、八千代
緑が丘）で行います。

●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
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千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
『びわぴよ』

千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
『びわぴよ』

　ゆったりとした空間の中でコンサートを楽しみ、一緒に
子どもに向かって歌いながら遊びます。コンサートで
お子さんと楽しみながら日頃の疲れを癒しませんか？
【日　　時】2022年11月４日（金）10：30～11：10
【対　　象】おおむね０～２歳児の親子（先着20組）
【会　　場】八千代市福祉センター 4F
【主　　催】特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター
【共　　催】八千代市福祉センター
【受　　付】2022年10月3日（月）9:00～
【申込み・問合せ】八千代市福祉センター　☎047-483-1171

平日9：00～17：00（土日祝日を除く）

　おかげさまでこの度、標記大会を無事開催することができました。
　大会開催にあたりご協力いただきました皆様・ご参加
いただきました皆様に感謝申し上げます。次年度も
開催に向け計画を立ててまいります。
　今後とも「心の福祉活動」にあたたかいご支援の程、
よろしくお願い申し上げ、御礼とさせていただきます。

第41回福祉振興基金チャリテーゴルフ大会
   大会会長　飯田 明彦 / 実行委員長　前島 宗仁

福祉振興基金チャリテーゴルフ大会の御礼

歌子さんのはじめてコンサート
　 『最高の子守歌』～歌で愛を伝えよう！第41回
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●「赤い羽根共同募金運動」開始とご協力のお願い
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ご存じですか？「八千代市災害ボランティア被災者支援センター」
　「八千代市災害ボランティア被災者支援センター」とは、八千代市社会福祉協議会が八千代市の大規模
災害発生時に行政や関係機関、ボランティアと連携・協働して開設する、災害ボランティア活動を円滑に
進めるための拠点です。被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希望するボランテ
ィアの調整やマッチング活動を行います。ボランティアが安全かつ効率よく活動できるように、また被
災地の方々が少しでも早く元の生活に戻れるよう支援することを目的としています。
　社会福祉協議会は、平時よりボランティアセンターを開設し、大規模災害発生時には、災害ボラン
ティアコーディネーター派遣等の被災地での支援経験を積み重ねており、災害ボランティア被災者支援センターの設置・運営
を担っています。災害ボランティアは、学生・主婦・NPO関係者、八千代市ボランティアセンター登録のボランティアなど、さまざ
まな方が活動しています。
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災地の方々が少しでも早く元の生活に戻れるよう支援することを目的としています。
　社会福祉協議会は、平時よりボランティアセンターを開設し、大規模災害発生時には、災害ボラン
ティアコーディネーター派遣等の被災地での支援経験を積み重ねており、災害ボランティア被災者支援センターの設置・運営
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前回、阿蘇米本学童の石ころ拾いボランティアさんを募集
したところ、地域の方々が集まってくれ、土を耕し、花や 
作物が作れる環境を整えてくださいました。
 　日ごろの草取りは、日々子どもたちが行っています。  
お米の苗もいただき、穂をつけました。

学童保育 笑顔サポーターから近況報告

コミュニティースペース
『ほっこり大和田』
5月にオープンした「ほっこり大和田」は、おかげさまで様々な
皆さんにご利用いただいております。
ソロワーク、ワークショップ、元気体操のほか、ボランティア活
動の入口として利用してくださる方も多くいらっしゃいます。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

コミュニティースペースほっこり大和田とは…
皆さんに身近な圏域で気軽に参加・相談できる「場」を設置し、
子ども・子育て世代・障がい者・高齢者・生活困窮者等、幅広い住
民の参画・交流を通じて生活の困りごとの解決に向け住民主体
で取り組む支え合いの仕組みを構築するとともに「福祉でまち
づくり」を実践していきます。

災害時パートナーシップ協定調印式災害時パートナーシップ協定調印式
　令和4年6月3日、八千代市社会福祉協議会（社協）と八千代ロータリークラブ（八千代RC）と
の間で「災害時パートナーシップ協定」が締結されました。
　社協ではこれまでに八千代青年会議所、中学校、ラジオ局（ふくろうFM）、地域版ソーシャル
メディア（PIAZZA㈱）、八千代市訪問看護師会、八千代リハビリテーション学院、ラグビーチ
ーム（BIGBLUES）など多くの団体と協定を結び、八千代RCが12番目の団体となります。
　この協定は、大規模災害が発生した際、また災害が発生すると予想される時、社協・ボラン 
ティアセンターでは、「災害ボランティア・被災者支援センター（以下災害VC）を設置します。
　そこで、各種団体や学校と可能な限り連携・協同し被災者支援活動を行うため「災害時パー
トナーシップ協定」を締結しています。
　この協定が結ばれることで、双方の強みを活かし災害時はもちろんのこと、平時においても
住民同士の支えあい活動も充実し、住み良いまちづくりの構築に向け協働・共創できればと 
考えています。
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引き続き、一緒に花や農作物を子どもと楽しんで行ってくださる方、大募集中!引き続き、一緒に花や農作物を子どもと楽しんで行ってくださる方、大募集中!
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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4年4月1日～令和4年8月31日）

匿名…700,000円、齊藤雄一…100,000円、 
コロナに負けるな医療・介護従事者支援
チャリティーコンサート実行委員会…200,000円、
宮崎と仲間達…10,000円、匿名…2,500円、
グレースコート緑ヶ丘…2,000円 

法人運営事業 寄付金（敬称略）

匿名…2,000円、
匿名…109円、
西高津子ども会…2,000円

善意銀行 寄付金（敬称略）

村上安心安全福祉センター…376円、
高津団地支会…4,458円

善意の箱（敬称略）
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）
ボーイスカウト八千代第４団…5,808円、
匿名…10,000円

子ども支援事業 寄付金（敬称略）

高津団地自治会…非常用保存食・五目ご飯/250食分、谷内田信司…食料品・日用品等/1箱、
マルハン八千代東店…お菓子/2箱、匿名…お米10kg/5袋、今橋要人…碁石・碁盤/１式、
ボーイスカウト八千代第4団…レトルト食品等/3箱、匿名…各種下着/32袋、佐藤克子…車イス/1台、
株式会社オーエンス…熱さまシート他/2袋、周東綾…紙おむつ/8袋、匿名…紙おむつ/8袋、島田清子…尿取りパッド/3袋、
匿名…不織布マスク/多数、マルハン八千代緑が丘店…お菓子/4箱、小林麹味噌店…小豆袋/20枚、牧村正英…冷蔵庫/1台、
グリーンハイツ八千代自治会…備蓄用ビスコ/4箱、角田節子…ボックスティッシュ /多数、中村和佐子…とろみ食品/1箱、
匿名…お米/10kg×5袋、舘脇恵…エレンタールP新生児・乳幼児用/15箱、 マルハン八千代緑が丘店…お菓子/7箱、 
田村憲明…紙おむつ/4パック、 マルハン八千代東店…お菓子/1箱、 第一環境㈱八千代営業所…野菜/1箱、
鈴木清枝…レトルトカレー/200個、（有）ゴールドラッシュカレーハウスCoCo壱番屋八千代 八千代台店…レトルトカレー/200個、 
アズマックス（株）千葉工場…災害備蓄食糧セット/10箱、 アズマックス（株）千葉工場…災害備蓄食糧セット/24箱、 
マルハン八千代緑が丘店…お菓子/9箱、 匿名…お米5kg/10袋 

善意銀行 物品寄付（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 【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）

相談内容

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
（3日はお休み）

福祉センター
1階

第2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

10月 11月 12月 2月

毎週火・木曜日
（3日はお休み）

毎週火・木曜日
（23日はお休み）

3月

毎週火・木曜日
（21日はお休み）

毎週火・木曜日
（29日はお休み）

2日・16日5日・19日

R5/1月

毎週
火・木曜日

7日・21日 4日・18日 1日・15日 1日・15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。

差し上げます！ください！ 紙おむつバンク 【貸会議室】
使用の申請方法が
変わります！

　不要となった紙おむつを必要な人へ
繋ぐ、リユース活動を行っております。
　受け取りを希望される方、または寄
付いただける方は、福祉センターにお
問い合わせください。

　団体で会議室等を使用
するときは、希望日の1か月
前から予約を受付しており
ましたが、令和5年4月1日
使用分より、3か月前から
予約ができるようになり
ます。

・ご希望の種類やサイズが無い場合もありますので、必ずお問い合わせください。
・メーカーの指定、配達は一切行っておりませんので、予めご了承ください。
・不要となった紙おむつの寄付は、未開封のものに限らせていただきます。

（
注   

意
）

【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（昼用・夜用）

ご家庭に眠っている食品大募集！ 第31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（令和3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

　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。
◆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：2022年9月19日（月）～10月31日（月）
◆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）

団体で会議室等を使用
される皆さまへ（ご案内）

詳しくは
お問合せください

（3）令和4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4年度 歳末たすけあい募金からのお知らせ令和4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4年11月18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4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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