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朝の体操楽しいな！

〜蓮沼保育園にて〜

準備運動の後︑跳び箱や逆上がりで

元気いっぱいに体操する園児達︒

みんなのはじける笑顔や歓声が

園内に響き渡ります︒
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事業報告

●概要●

平成25年度

本協議会では、
社会福祉協議会が担う役割を認識しながら一人ひとりが地域の力となる
ため、
事業計画及び地域福祉活動計画に基づき事業を進めてきました。
特に平成25年度は、
平成27年度に施行される生活困窮者自立支援法による制度の勉強会
への参加や、
市から市民後見推進事業の業務委託を受け事業を行いました。

1.地域福祉活動計画の推進及び
第２次地域福祉活動計画の策定
●地域福祉活動計画の推進
・地域福祉活動計画推進委員会の開催
３回
・地域福祉活動計画作業部会の開催
２回
・住民福祉座談会の開催 ３か所
●第２次地域福祉活動計画の策定
・第２次地域福祉活動計画策定委員
会の開催 ３回
・地域福祉活動計画作業部会の開催
５回
2.広報・啓発活動の充実
●広報・啓発活動の実施
・社協広報誌の発行 ４回
・ホームページの運営
・社会福祉大会の開催
・健康福祉まつりの実施
・さんむ市民活動フェスタへの参画
３．地域ぐるみ福祉の推進
●地域福祉活動の推進
・地区社協活動の支援 14地区
・ふれあいいきいきサロン
40サロン設置
・地域みまもりサービス事業 36回
実施（延べ利用者数328名）
・マイクロバス貸出事業 72回
●ボランティア・市民活動の推進
・ボランティア登録者 78グループ
1,281名 個人168名 災害支援等84名
合計1,533名
・ボランティア・市民活動講座の開催
（12講座実施）
・おもちゃ図書館事業の実施
（３か所 開館日数29日 延べ利用
者数371名 ボランティア28名）
●福祉教育の推進
・福祉教育活動費助成事業
14校 助成額393,000円
・福祉体験学習への協力
（10校 延べ日数20日）

平成
年度一般会計収支決算
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負担金収入 2,856,254
会費収入 6,130,370

・成東地区福祉教育推進連絡会の支援
・おとこの料理教室
31回
４．在宅福祉サービスの推進
延べ参加人数338名
●住民参加型在宅福祉サービス事業
●災害対策と災害当事者への支援事
の推進
業の実施
・福祉輸送サービス事業
・交通遺児援護基金激励金 １件
利用会員162名 協力会員38名
・災害見舞金 全焼6件（日赤物資提供）
延べ活動回数2,920回
半焼・半壊23件（日赤物資提供）
・住民参加型在宅福祉（家事援助）
弔慰金1件
サービス事業
６．指定管理施設の管理・運営
利用会員 74名 協力会員31名
●福祉作業所の経営（３か所）
延べ活動回数719回
契約者数46名
●介護保険・障害者自立支援事業の
●簡易マザーズホームの経営
推進
契約者数31名
・訪問介護員派遣事業（介護保険制度）
●山武福祉センターの経営
延べ件数3,095件
施設利用実績 2,123名
・地域生活支援事業（移動支援）
●成東老人福祉センターの経営
延べ件数200件
施設利用実績 6,392名
５．総合的な相談、援助活動の推進
７．社協組織の基盤強化
●心配ごと相談事業の推進
●社協発展・強化計画の策定
・一般相談
●共同募金運動・日本赤十字社社資
（開設日数 59日 相談件数 43件）
募集運動への協力
・弁護士相談
●関係団体支援事業及び連携強化
（開設日数 46日 相談件数 298件）
・ボランティア連絡協議会の運営支援
●各種資金の貸付等
・身体障害者福祉会の運営支援
・福祉資金貸付
・手をつなぐ親の会の運営支援
（緊急援護費60件 生活援護費１件）
・大富地区高齢者等の支援を考える会
・生活福祉資金貸付
の運営支援
（県社協福祉資金27件）
・赤十字奉仕団の運営支援
●福祉サービス利用援助事業の推進
・ゴールドクラブ連合会の運営支援
・さんむ広域後見支援センター契約者
●財政基盤整備事業の実施
総数 75名
・社協会員募集事業 11,533件
・相談・訪問調査 延べ回数 404回
5,735,770円
●日常生活支援事業の推進
・チャリティゴルフコンペの開催
・有料配食サービス事業
利用者数
参加者数91名
42名
延べ配食回数 1,826回
・チャリティグラウンドゴルフ大会の
・福祉カー貸付事業
712回
開催 参加者数235名
・福祉用具等貸出事業
137件
●社協役職員スキルアップ事業
・物品貸出事業
106件
・役職員視察研修の実施（品川成年後
・介護者リフレッシュ事業
3回
見センター）
延べ参加人数11名
●その他
・みんなの介護スクール
3回
・社会福祉現場実習生の受入れ
延べ参加人数32名
・市民後見推進事業の受託（市受託事業）

貸付事業収入 1,080,000

助成金支出 9,665,000

次期繰越額 9,199,002

寄付金収入 858,248

共同募金配分金事業費 2,452,832
貸付事業等支出 1,170,000

地域生活支援事業収入 720,000

介護保険収入

8,861,125

その他 7,769,484

その他
15,334,579

共同募金配分金収入

9,049,832

事業収入

11,400,748

繰越金収入

15,078,133

収入

経常経費
補助金収入

229,950,765 90,745,955
受託金収入

事務費支出
23,634,673

支出

229,950,765

事業費支出
168,494,679

75,400,616
（単位：円）

（単位：円）

社協会報
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第9回健康福祉まつり

スタッフ募集
今年も健康福祉まつりを開催します。
市民の皆様が健康と福祉について考え、誰
もが楽しみながら参加できるイベントにす
るためスタッフを募集します。スタッフみん
なで話し合い、開催に向けてそれぞれ準備を
すすめていきます。関心のある方は、社会福
祉協議会までご連絡ください。スタッフは随
時募集しています!

期日 10月19日（日）
会場 さんぶの森交流センター
「あららぎ館」

ステージ運営班

ステージでの企画など

総務班

イベントの広報など

会場運営班

会場内の企画など

役 員 紹 介

新しく役員となられた方をご紹介いたします。
本協議会運営の一層の充実を図るためお力添え
をお願いいたします。
（任期：平成28年３月27日まで）
≪就任≫
理 事
大類 英之 氏（成東）
理 事
齊藤 忠志 氏（行政）
評議員
安川 正行 氏（学校）
評議員
鵜澤 厚彦 氏（学校）
評議員
綿貫 映子 氏（行政）
評議員
京相 惠子 氏（山武）

共同募金東日本大震災災害義援金

平成26年3月27日から平成26年4月4日までの受付分（順不同）

千葉県共同募金会へ送金

社協本所募金箱
12,073円
社協山武連絡所募金箱 9,173円
匿 名
10,000円

東日本義援金受付窓口へ送金

社協蓮沼連絡所募金箱

1,511円

（共同募金会を通じての義援金の受付は3月31日をも
って終了しております。）
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登録ヘルパー
随時募集中です
●週
週1回、
半
半日から始めませんか
始
?
●子育て中の方、
自宅で介護をされている
方でも空いている時間で結構です。
勤 務 地 山武市埴谷1868-14
（山武福祉センター内）
勤務時間 月曜日〜金曜日
午前8時30分〜午後5時30分
活動内容 高齢者及び障害者等の介護業務
給

与 活動内容、時間によりお支払いします。

採用条件
介護福祉士資格と普通免許証をお持ちの方
〜 55才くらいまでの方、山武市在住の方
※面接にて合否を決定させていただきます。
＊詳細はお電話でお問い合わせください
問い合せ先0475-89-2111
（担当:鈴木）

退任されました皆様には、本協議会の発展の
ため多大なるご尽力をいただき厚くお礼申し上
げます。今後とも社会福祉活動の推進に一層の
ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
≪退任≫
伊藤 静男 氏（理 事）
伊藤 勝之 氏（理 事）
佐久間ますみ氏（評議員）
鵜井 洋一 氏（評議員）
尾高 秀征 氏（評議員）
長谷井敬子 氏（評議員）

第8回
演劇集団

ぶどう座公演

日時：2014年8月31日
（日） 入場無料
カンパ
大歓迎！
14：00開演（開場13：30）
場所：山武市成東文化会館「のぎくプラザ」
演目：第一部 創作劇 平成の浦島太郎
第二部 団員得意芸狂（競）演
市民による演劇集団です。知人・友人お誘いの上
ご来場下さいますようお待ち申し上げます。
ぶどう座一同 連絡先 0475-89-1945
（シタラ）

成東地域
豊漁だといいですね

５月１日から８月 日までの
間、蛤漁が解禁になりました。
もちろん、漁業権を持っている
方たちだけです。漁協にお聞き
すると、これは蛤漁で生計を立
てている方たちを保護するため
ということです。観光客や一般
の人の潮干狩りはできないと聞
いてちょっと寂しい気持ちにな
りました。いつの頃からかはわ
かりませんが、海の環境も変わ
り、資源保護の必要も出てきた
のでしょうね。私が子供の頃、
夏休みは何度も海へ行き、潮干
狩りをしたり、漁師さんたちの
引く地引網を見たり、海はもっ
と豊かで楽しい所だったという
思い出があります。
もうすぐ５月も終わりに近い
ある１日、松ヶ谷海岸で蛤漁を
見て来ました。その日は大潮で
15

９時過ぎに海岸に行くと、もう
砂浜にはたくさんの車が並び、
海の中には大きな熊手を持って、
腰に黄色い網の袋をつけた人た
ちが砂の中をゆっくりとかき混
ぜていました。段々、気温が上
がっていくせいか、海の方から
薄い靄が陸に流れて来ます。白
い波頭が立つ中、胸のあたりま
で届きそうな場所で採る人も何
人か・・・。漁を終えて上がっ
てくる人にお話を聞こうと近付
くと、なんと知人でした。奇遇
にお互いびっくりしたり喜んだ
り。私事はさておき、漁の状況
を尋ねると、
〝あまり良くないけ
ど去年よりいいかな〟とのこと
でした。
海が以前のように誰にでも豊
かな恵みを分け与えてくれるよ
うに、みんなで守っていかなけ
ればならないことを改めて思っ
たひと時でした。
（成東地区社協福祉推進員
塩野 と志子）

ささやかな応援、あすへの力
松尾地域

松尾地区社協では、このたび、
施設の草刈りボランティアを実
施しました。
これは、例年梅雨に入る前に
行うもので、高齢者の介護老人
保健施設「松尾リハビリ苑（田
越）」の中庭の草刈りです。リ
ハビリ苑では、毎年ここで納涼
会を開きます。
刈払機や鎌、熊手を手に、や
や慣れない手つきでみんな心地
よい汗をかきました。
一方、まつおこども園では、
ゴーヤを植えて、みどりのカー
テンづくりに挑戦しました。
これは、園児たちが午睡をす
る部屋の日除けとして、幅約
メートル、高さ３メートルに及
ぶゴーヤの大型カーテンです。
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先日、世代間交流事業「昔遊
び」と並行して行い立派なもの
が出来上がりました。夏の暑さ
と養分をいっぱい吸ってゴーヤ
が繁茂するといいなあと思いま
す。
このような地区社協のささや
かな応援が地域福祉の広がりに
つながることを願っています。
（松尾地区社協福祉推進員
大津 秀夫）
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睦岡地区社協では、睦岡グラ
ウンドゴルフクラブの皆さんと
睦岡小学校グラウンドゴルフク
ラブの活動に参加・協力してい
ます。
５月 日は今年度１回目とい
うことで伊澤会長、山武市社協
の渡辺さんをはじめ、福祉推進
員３名、睦岡グラウンドゴルフ
クラブ３名が参加しました。
クラブの子どもたちは６年生
のクラブ長、副クラブ長を中心
に目標、予定、チーム決め、自
己紹介等、積極的に進めていき
ました。「ホールインワンを狙
う」、「人数を増やして大会を
行いたい」などの意見が出て、
１年間頑張って楽しもうという
気持ちがとても感じられました。
いつもは限られた時間の中で同
じチームになった子どもたちだ
けしか名前を聞いたり話したり
できませんが、今回は 名全員
の顔と名前を知ることができ、
楽しい時間でした。
グラウンドゴルフは年齢、体
力を問わず、世代を越えて楽し
める数少ないスポーツだと思い
ます。 月に行われる山武地区
社協主催のグラウンドゴルフ大
会に睦岡小学校のクラブ員の皆

さんが大勢参加して活躍してく
れることを期待しています。そ
して、後半の時期には皆きっと
上達しているだろうなと楽しみ
にしながら１回目を終えました。
（睦岡地区社協福祉推進員
石渡 葉子）

４月９日、楽しみにしていた
いきいきサロンの日帰り旅行を
行いました。
８時に中根区民館を出発し、
名で袖ケ浦のドイツ村へ行き
ました。お天気にも恵まれ、暖
かく、土手には白やピンク、紫
の芝桜が満開で色鮮やかでした。
観覧車に乗り、周りの景色を眺
めると、水仙は散り始めていま
したが、広い新緑の芝生と芝桜
が一面に広がっていて、とても
きれいでした。ドイツ村は季節
ごとに花が植えられていて、四
季折々の花々が咲き誇っていま
す。記念にみんなで写真を撮り、
最後にバスで園内を１周しまし
た。
昼食は木更津の落ち着いた構
えのお店で、名物のアサリ料理
に舌鼓をうちました。アサリの
味噌汁は具だくさんでおい
しかったです。
それから、白子町へチュ
ーリップを見に行きました。
畑の中に色とりどりのチュ
ーリップが整然と並んで咲
いていて見事でした。ちょ
うど見頃で見晴らし台に登
って見ると、チューリップ
で富士山やロケット、太

陽等の絵画を表現していました。
みんな何本かおみやげに花を持
ち帰りたかったようですが、出
店もなく、係員もいなかったの
で残念でした。でも、とても楽
しく有意義な１日を過ごしまし
た。
（岡地区社協福祉推進員
土屋 純子）
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大人も子どもも楽しめます！！
山武地域

20

10

11

蓮沼地域
花のジュータンに癒されたお出かけサロン
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◎ 山武市ボランティア・市民活動センターは、”ボランティア活動”を通して市民のみなさんが協力し合い
『安心して暮らせる地域づくり』に参加していただくための総合的な相談窓口です。
また、下記のようないろいろな事に取り組んでいます！

談
ボランティア相
！」

がしたい
「ボランティア
いたい！」
に手伝ってもら
ア
ィ
テ
ン
ラ
ボ
「
談してね！
など、何でも相

険
ボランティア保
ように、

ティアできる
安心してボラン
なっています。
続きの窓口に 含みます）
手
の
険
保
種
各
ティア保険
動のボラン

（災害支援活

座
ボランティア講
アさんの
んやボランティ
市民のみなさ
す。
座を行っていま
勉強になる講
！
ね
表を見て
※詳しくは下の

報
ボランティア情 信」

き通
情報紙「きらめ
毎月発行する
て
し います。
ページを開設
や専用ホーム
！
検索！
山武市VC で

ふくし体験学習
らい、

んに協力しても
ボランティアさ
の「福祉」
校や企業さん
市内の小・中学
しています。
のお手伝いを
に関する勉強

☆平成26年度の講座予定☆
月

講 座 名 と 内 容

4

福祉体験学習サポーター養成講座《点字学習編》

6

ボランティアのための救急救命講座
子育て支援ボランティア講座（6月30日・7月7日・7月14日）

7

夏休みボランティア体験教室（7月～8月）※ボランティア活動プログラムを学校に配布します！

8

環境ボランティア講座

9

福祉体験学習サポーター養成講座※小中学校などでの福祉体験学習を応援するボランティアを育成しています。
傾聴ボランティア連続講座（全5回）※人と接するためのスキル（傾聴）を学ぶ講座です。

10
11
12
その他

※市内の環境系ボランティア活動をめぐるバスツアーを開催します。

きらきら老後介援隊養成講座（10月～2月 全9回）

※ご自分の健康に関する勉強とともに、地域で介護予防サポーターとして活動してくれる方を育成しています。

ボランティアのためのコミュニケーション講座
※豊かなコミュニケーション能力を育むための講座です。

家族ふれあい事業

※家族でふれあう楽しい企画を検討中です！

ボランティア入門出前講座 ※訪問型の講座ですのでお気軽にお声かけください。
おもちゃ図書館事業 ※年間を通して子育て支援センターやマザーズホームと連携し開催中です。

☆各講座等の詳細については、お問い合わせください。
《お問合せ先》山武市ボランティア・市民活動センター

☎0475-89-2121
社協会報
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学童との交流など行事への協力、
施設協力、
資源回

収などの活動をしてきました。

2011年からは、あららぎ館の花壇に苗を寄贈し

て植えたり、
雑草取りなどの手入れをしています。

暑い夏は３日に一回水やりをするという作業もあ

りますが、
都合のつく人が交代で、
楽しくやってい

ます。

（ボランティアグループ
「虹の会」
副代表

假屋政子）

茶道を
通じて
世代間交流

作業の得意な人、
手芸が得意な人、
高齢者との交流、

宗郁会（そういくかい）の活

地域のため、役に立つことに取り組む」です。花壇

動は２００５年から始まり、

楽しんでいただいています。今

旨は
「一人一人が少しずつ、
自分の特技を活かして、

年近くになります。きっかけは

クラブの生徒たちなど、始め

年から日向西小学校のきらきら

「虹の会」は、2000年に設立しました。発足の趣

茶道を通じて子供達の心が豊か

室を開催し、市の文化祭でお茶

の頃は正座しての挨拶やお菓子

広場も始まりました。今回私が

ȶ͈ٛȷ

になってほしいとの思いから、
参加するようになりました。主
な活動は、日向小学校の茶道ク
ラブとひなたっ子広場での助

の戴き方など少々ぎこちなく、

代表を引き継ぐことになりまし

とお菓子をお出ししてお客様に

お抹茶も苦そうにしていました

たが、色々な方々や子供たちと

言・指導です。

が、回数を重ねる内にお菓子と

ふれあい、交流を深めていきた
いと思います。

一緒に「美味しい！」と言って
笑顔になっていきました。

（「宗郁会」代表 江島延江）

2014 年夏号
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また、その他の活動では、年
に一度オライはすぬまで体験教

δρϋΞͻͺΈσȜί
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山武市ゴールドクラブ連合会

24

日、

て、鈴木会長から就任のあいさ

つがあり、小川副会長の閉会の

ことばをもって総会は終了とな

りました。

総会終了後は場所を移し、各

専門部会ごとに話し合いをもち、

協力を確認し合いました。

●試験日時
平成26年10月26日㈰10時～12時
●受験資格
医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定
期間以上の実務経験のある方
●申込書配付期間
平成26年6月16日㈪～7月23日㈬
●申込書配付場所
各市町村介護保険担当課、
各市町村社会福祉協
議会
県保健指導課、
各県健康福祉センター、
県社会福祉協議会、
県福祉人材センター（JR千
葉駅前）
●申込受付期間
平成26年6月16日㈪～7月23日㈬最終日消印有効
簡易書留による郵送受付のみ
●問い合わせ先
千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
TEL 043-204-1610 / FAX 043-241-5121
HP http://www.chibakenshakyo.com/

（鈴木愛伯会長）は４月

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の
実施について

（女性活動部会 秋葉 昭子）

平成
26年度

年度総会を成東文化会館

ゴールドクラブでの活動の様子はホームページでも紹介しています。是非ご覧下さい!
【http://rouren.jp/sanmu】又は『山武市ゴールドクラブ連合会』で検索

平成

余人

100

「のぎくプラザ」で開催しまし

た。

分木内

30

総会は来賓、関係者等

の出席の下、午後１時

副会長の開会のことばで始まり、

鈴木会長から歓迎のことばと

「今後も更なるご協力を」とい

う挨拶がありました。続いて来

賓である椎名千収市長、小川吉

孝市議会議長、最後に金杉等社

協会長、それぞれに祝辞、激励

年度事業報

のお言葉をいただき、その後議

事に入りました。

告及び決算報告、監査報告、

年度事業計画（案）及び予算

（案）について、原案どおり承

認されました。

役員改選については、各支部

より推薦された新理事が紹介さ

れ、承認された新役員を代表し

26

25

26

（社会福祉協議会へのご寄付）
～平成26年3月31日から
平成26年6月13日までの受付分～
（順不同・敬称略）
◆お金のご寄付（含む１円玉募金）
◆
ＦＰプロジェクトチーム(有)… ……………… 777円
會田トシエ………………………………… 16,550円
三者合同山武芸能発表祭………………… 30,000円
山武市芸術文化協会舞踏部 代表 村井伸子…… 30,000円
谷勝雄………………………………………… 6,438円
匿名………………………………………… 2,910円
匿名………………………………………… 1,496円
◆物品のご寄附◆
匿名 着物・反物・洋服・寝具類等 多数
◆自動販売機募金◆
サントリービバレッジサービス
（株）
… ……… 1,072円
（さんぶの森公園に設置されている自動販売機の
販売本数1本あたりにつき2円寄付されます）
◆その他のご寄附◆
株式会社ツルハホールディングス…

車 椅 子１台
介護用杖２本

社協会報
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平成26年度 第1回

「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
相談等を行い、福祉・介護人材の確保と就労を
サポートします。
日時
会場

平成26年7月13日㈰ 午後1時～4時
幕張メッセ国際会議場
コンベンションホール他
千葉市美浜区中瀬2-1
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩5分）
参加方法
開催日当日、直接会場へお越しください。
参加費無料、履歴書不要
問い合わせ先
千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
TEL 043-222-1294
HP：http://www.chibakenshakyo.net/

未使用のおもちゃ
ありませんか？
山武市健康支援課母子保健係では、乳
幼児を対象としたおもちゃを募集してい
ます。家庭の中で、使われず眠ったままに
なっているおもちゃがありましたら、是
非、
お持ちいただきたいと思います。
注・未使用品であること
・布が使われていないこと
※状態によりお受けできない物もありま
す。
ご了承ください。
●お問合せ●
山武市ボランティア・
市民活動センター
TEL 0475-89-2121

こんなことやってます 成東福祉作業所
1. 毎週金曜日の調理実習
作業所のまわりの狭い畑でとれた野菜を中心に作ります。
豆類、
海藻類、
ごまなども摂るようにしています。
５月２３日
（金）
は
・味噌汁
（新じゃが、
新玉ねぎ、
新人参、
絹さやえんどう）
新人参、
白ゴマ、
絹さやえんどう、
イワシの角煮）
・まぜ寿司（きゅうり、
・こぶの煮もの

2.「ＥＭボカシ」の製造・販売
家庭から出る生ごみを効率よく発酵させて肥料にする
「もと」
です。
市のごみ袋を買うお金で
「ＥＭボカシ」
を。
300グラム100円です。
家庭菜園や花づくりにどうぞ。
販売場所 道の駅「オライはすぬま」、JA「緑の風」山武店・東金店・成東店
松尾ITセンター、社会福祉協議会本所
成東福祉作業所

「ＥＭボカシ」
は…
ＥＭ
（有用微生物群）
、
米ぬか、
糖蜜、
もみ殻を混ぜて発酵させたもの

9
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3. 紙バンド製品の製造・販売
昔の梱包バンド、
今は紙の米袋に使わ
れているあの
「紙バンド」
（牛乳パックや
古紙の再利用）
を使ってかごを作ってい
ます。
販売場所
さんさん味工房（蓮沼）
毎月の駅ナカ販売（JR船橋駅）
健康福祉まつり
サマーカーニバル／産業まつり
東金特別支援学校文化祭
松尾ITセンター／山武福祉センター
社会福祉協議会本所
成東福祉作業所

社協イベントスケジュール

日常生活自立支援事業

月

生活支援員登録者募集

日
8

さんむ広域後見支援センターでは、
認知症高齢者、
知的障が
い者、
精神障がい者など、
日常生活において判断能力に不安の
ある方と契約により、
日常生活における福祉サービスの利用援
助や日常的な金銭管理等の支援・大事な書類等の預かりなどを
通じて、
利用者の方々が地域で安心した生活を送れるようお手
伝いをする
『福祉サービス利用援助事業』
（日常生活自立支援
事業）
を行っています。
福祉サービス利用援助事業の担い手である
『生活支援員』
登
録者を募集します。
・20歳以上概ね70歳位の方（現在、民生委員児童委員や
ホームヘルパーとして活動している方は除きます）
・ボランティア活動経験者等、
福祉に関心があり、
社協と協力
して取り組める方
・千葉県社会福祉協議会において実施する生活支援員養成
研修
（半日）
を受講できる方
・普通自動車免許所持者

7

おとこの料理教室

（成東）

11 地域みまもりサービス

（山武）

15 地域みまもりサービス

（成東）

23 地域みまもりサービス

（松尾）

24 おとこの料理教室

（蓮沼）

24 おとこの料理教室

（松尾）

29 おとこの料理教室

（山武）

応募資格

8
8

◆詳細は、
下記へお問合せください。
山武市社会福祉協議会 さんむ広域後見支援センター

TEL 0475-82-7111

9

※生活支援員とは、利用者宅を訪問し必要に応じ福祉サービス利用援助や、預貯
金の出し入れ、支払い代行を行う人です。研修会受講後支援員としてご登録いた
だき、利用者が発生した時点で活動していただきます。

行事名

地域みまもりサービス

（山武）

12 おとこの料理教室

（成東）

19 地域みまもりサービス

（成東）

27 地域みまもりサービス

（松尾）

12 地域みまもりサービス

（山武）

16 地域みまもりサービス

（成東）

18 おとこの料理教室

（蓮沼）

24 地域みまもりサービス

（松尾）

25 おとこの料理教室

（松尾）

心 配 ご と 相 談 所 開 設 日 程
●●●●●●●●●●●

一般相談 「心の中の心配ごと」
何でも相談してください。 弁護士相談 法律的な悩みは、
こちらで相談してください。
●開設時間／午後1時30分～午後4時30分
●開設時間／午後1時30分～午後4時30分
（予約は必要ありません。
受付は午後4時までです。
）
（予約が必要です。
）
場所 第1火曜日
山武会場
実施月

場所 第1水曜日
蓮沼会場

第2火曜日
第3火曜日
第4火曜日
成東会場 松尾会場 山武会場 蓮沼会場

実施月

第2水曜日
山武会場

第3水曜日
成東会場

第4水曜日
松尾会場

7月

1日

8日

15日

22日

7月

2日

9日

16日

23日

8月

5日

12日

19日

26日

8月

6日

13日

20日

27日

9月

2日

9日

16日

休み

9月

3日

10日

17日

24日

開設場所

成東会場 : 成東老人福祉センター
山武会場 : 山武福祉センター
予約・問合せ先

松尾会場 : 松尾 IT 保健福祉センター
蓮沼会場 : 蓮沼中央会館

山武市社会福祉協議会

さまで滑り出しが好調のようです。秋の最大イベント、健
康福祉まつりも、多くの市民の参加を期待しているとこ
ろです。
夏から秋にかけては、自然災害が発生しやすい時期に
差し掛かります。小さな地域での助け合い，ふれ合いがい
ざという時大きな力になります。いろいろな形でコミュ
ニケーションを深めていきましょう。
（大津）

子どもたちが元気にとびまわる夏休みも目前。エル
ニーニョ現象の影響で、今年の夏の暮らしぶりはどうな
るでしょうか。毎日の気象情報が気になるところです。
さて、今年度もスタートして３カ月。年間事業もおかげ

〒289-1306 山武市白幡1627
（成東老人福祉センター内）
電話：0475
（82）
7102 FAX：0475
（82）
7318
Eメール：sammushakyo@etude.ocn.ne.jp
ホームページアドレス：http://sammushakyo.sakura.ne.jp

人口動向

編集発行

社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

☎０４７５（８２）７１０２

55,347人
男 27,597人
女 27,750人

市の人口

65歳以上

15,772人
男 6,969人
女 8,803人

高齢化率

28.4％

（前回より0.3％増）
平成２6年6月1日現在

（住民基本台帳法一部改正により、外国人住民も含んだ人数へと変更になりました。）

