山武市社会福祉協議会 KIZUNA

第 49 号
2018 年

夏号

〜軽スポーツ大会〜
蓮沼スポーツプラザアリーナに於いて６月３日、軽スポーツ大会が行われました。
玉入れやボール送り、輪投げなどそれぞれ地区別に分かれて競技が争われ応援
にも力が入りました。
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事業報告

法の施行や介護保険法の改正、子ども子育て支援新制
度などの制度改革を的確に捉え、誰もが安心して暮らす
ことができる福祉のまちづくりを目指し、地域における福祉
課題や生活課題の解決に向けた取り組みとそれを支える

【事業実施計画】
【重点項目】
１．
生活支援活動への積極的な取 １．
第２次地域福祉活動計画の推進
り組み
●第２次地域福祉活動計画の推進
地域における深刻な生活課題の ・山武市地域福祉活動計画推進
解決に向けた事業に取り組みます。 委員会
⑴ 生活困窮者自立相談支援事 ・計画の実践・評価・見直し体制の
強化
業への取り組み
・生活・就労相談室に支援員を配 ・行政や福祉関係団体等との連携
主な事業内容と実績
による計画の推進
置し、
生活困窮者が抱えている不
・
安や困
り
ごとの相談を受け、
本人
研修会
・住民福祉座談会等の開催
●広報・啓発活動の実施
の状態に応じた包括的な支援事 ２．
広報
・
啓発活動の強化
・広報誌の発行 4回
業を推進します。
●広報・啓発活動の実施
・社会福祉大会の開催
⑵ 成年後見事業への取り組み
・広報誌の発行
（年４回）
・健康福祉まつりの実施
・成年後見支援センターを設置し、 ・
リーフレッ
ト
・チラシの作成
判断能力が不十分な方々を、法 ・ホームページの充実
●地域福祉活動の推進
人が保護し支援を行います。専 ・社会福祉大会の開催
・地区社協活動の支援
門員は、
基本理念である
「ノーマ ・福祉イベントの開催
14地区
ライゼー
ション」
「自己決定の尊重」 ３．
地域福祉の推進
「残存能力の活用」
のもと、本人 ●地域福祉活動の推進
・ふれあいいきいきサロ
保護との調和を図
ンの支援 り、状況に応じ ・地区社協活動の支援
た柔軟かつ弾力的な利用
きいきサロンの支援
35サロン設置 しやす ・ふれあいい
生活支援サービス
い制度を目指し取り組んでいき
ま ・地域みまもりサービス事業の実施
・地域みまもりサービス
担い手養成研修
す。
・家族ふれあい事業の実施
事業 24回実施
２．
高齢者が安心して生活するこ ・福祉活動団体の支援
（延べ利用者数167名）
とができる地域づくりの推進
・福祉のこころづく
り講座の開催
介護保険法の改正により新た ・街のほっとスポッ
ト設置事業の実施
●生活支援体制及び住民主体の支援活動の推進
に制度化された生活支援コーディ
・チャリティイベントの開催
・生活支援コーディネーターの設置
ネーターを配置し、
包括的な高齢 ・マイクロバスの貸出
・やさしいおもいでささえあおう会の開催
４回
者支援の体制づ
く
りに努めます。
・物品の貸出
・生活支援サービス担い手養成研修の開催
特に、
地域に不足するサービスの ・コミュニティソーシャルワー１回
カーの配置
創出等の資源開発と
修了者35名、関係者間の ●生活支援体制及び住民主体の
情報共有や生活支援の担い手づ
支援活動の推進
・きらきら老後応援隊養成講座の開催
くりを促進する
ネ
ットワークづくりを進 ・生活支援コーディネーターの配置
全９回
（修了者34名）
めま・生活支援の担い手マッチング説明会１回
す。
・地域の支え合い体制づく
り
３．
災害時における支援体制の整備 ・担い手の知識・スキル向上の研修
・市民講演会「いきいき山武人の集い」の開催
東日本大震災の教訓を踏まえ、 の実施
１回（参加者108名）
災害時に高齢者や障害者等支援 ・関係者間の情報共有及び連携・
協働による取り組みの推進
が必要とされる方々に対し迅速に
●ボランティア・市民活動の推進
支援するため、
行政や民生委員な ●ボランティア・市民活動の推進
・ボランティア登録者数
1,472名
ボランティア活動のコーディネート
ど関係機関と連携し、
今後の災害 ・
・ボランティア・市民活動講座の開催
（８講座実施）
・ボランティア講座の開催
支援体制の構築に努め
ます。
ティア活動の広報・啓発
ま・おもちゃ図書館事業の実施
た、
災害時の支援活動を想定 ・ボラン３か所開館日数25日
した災害ボラ
ンティアセンターの立 ・災害時におけるボランティア活動
延べ利用者数313名
ち上げ、
運営訓練を実施するなど、 の推進
円滑に設置・運営ができるように職 ・ボランティア活動費の助成
・ボランティア保険の受付
員の育成を図ります。
・おもちゃ図書館の開館
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事業報告

また、福祉サービスのより一層の充実及び地域福祉活
動を推進するため、本協議会に課せられた使命・経営理
念・事業展開の再認識と強化を図りながら、次のことを重
点に活動していきます。

●福祉教育の推進
・防災ネッ
トワークの構築
・福祉教育活動費の助成
・災害時初動体制の確立
●福祉教育の推進
・福祉教材の貸出
・災害ボランティアセンターの立上げ
・福祉体験学習への協力（９校
・福祉体験学習の開催
訓練 回数13回）
・機器材の貸出
４．
在宅福祉の推進
・千葉県内社協災害時の相互支
・成東駅前あいさつ運動の実施
３回く活動
●住民参加型在宅福祉サー
ビス
援協定に基づ
事業の推進
７．
指定管理者制度施設の経営
・福祉輸送サー
ビス事業の実施
●山武市福祉作業所の経営（３か所）
●住民参加型在宅福祉サービス事業の推進
・住民参加型在宅福祉
（家事援 ●山武市簡易マザーズホームの経営
・福祉輸送サービス事業
助）
サー
ビス事業の実施 協力会員35名
●山武市山武福祉セ
ンターの経営
（利用会員196名
延べ活動回数2,910回）
●介護保険・障害者総合支援事 ●山武市成東老人福祉センター
・家事援助サービス事業
業の推進
の経営
（利用会員109名 協力会員35名 延べ活動回数742回）
・介護保険訪問介護員派遣事業 ８．
社協の基盤強化
の実施
●組織の運営
●介護保険・障害者総合支援事業の推進
・障害者総合支援訪問介護員派
・理事会の開催
・訪問介護員派遣事業 ・評議員会の開催
遣事業の実施
（介護保険制度）
延べ件数
2,345件
５．
・監事に
よる監査
総合的な相談、
援助活動の推進
・地域生活支援事業
延件数 153件
・委員会の開催
●心配ご
と相談事業の推進 （移動支援）
・心配ごと相談・弁護士相談事業 ●苦情解決相談の受付
・福祉サービスに対する苦情解決
の実施
●福祉サービス利用援助事業の推進
の実施 28名
●各種資金の貸付等
・日常生活自立支援事業契約数
●会員募集の実施
・福祉資金の貸付
・生活福祉資金の貸付
●日常生活支援事業の推進 ・一般会員の募集
・賛助会員、
特別会員の募集
・特別応急援護費の交付
・有料配食サービス事業
●福祉サービス利用援助事業の ●共同募金運動・日本赤十字社
利用者数50名 延べ配食回数
2,727回
社資募集運動への協力
推進
・福祉カー貸付事業
1,075回
・赤い羽根共同募金運動の実施
・
日常生活自立支援事業の実施
・福祉用具等貸出事業 ・歳末たすけあい募金運動の実施
111件
●日常生活支援事業の推進
・日本赤十字社社資募集運動の実
・有料配食サービス事業の実施
●生活支援活動への取り組み
・福祉カ
ー貸付事業の実施
施
・福祉用具等貸出事業の実施
●関係団体支援事業及び連携強化
・生活困窮者自立相談支援事業
新規相談件数 150件
・介護者
リフレッシュ事業の実施
・法人後見受任
３件 ・市民生委員児童委員協議会
・みんなの介護スクール事業の実施 ・市ボランティア連絡協議会
・市区長会
・おとこの料理教室事業の実施
・市身体障害者福祉会
・歳末たすけあい事業の実施
・外出困難者生活支援事業の支援 ・市手をつなぐ親の会
●災害当事者への見舞金の交付 ・市ゴールドクラブ連合会
・交通遺児援護基金による見舞金 ・市赤十字奉仕団
・その他協力団体との連絡調整
等の交付
●社協役職員研修の実施
・社協災害見舞金の交付
・国・県・県社協等の研修や会議へ
●生活支援活動への取り組み
の参加
・生活困窮者自立相談支援事業
健康体操の様子（五反田サロン）
・先進地視察研修の実施
の実施
・職員研修の実施
・成年後見事業の実施
※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、社会福
●社協体制の基盤整備
６．
災害時における支援体制の整備
祉協議会までお問い合わせください。
●災害対策と災害当事者への支 ・事務所の検討
援事業の実施

平成29年度社会福祉事業収支決算
貸付事業支出 1,505,455
就労支援事業支出

共同募金配分金事業費

2,931,443

6,690,817

その他の活動支出等

助成金支出

11,070,870

9,027,841

事務費支出

24,929,890

負担金収入 2,046,000

貸付事業収入 1,325,455

会費収入 5,862,868

寄付金収入

介護保険事業収入

支出

6,191,568 受託金収入
29,996,554

235,637,459
（人件費を含む）

合

計

243,840,509 103,407,187

70,256,922

（単位：円）

貸借対照表
流 動 資 産
固 定 資 産

収入

経常経費
補助金収入

障害福祉サービス等事業収入

事業費支出

179,481,143

1,024,299

その他の収入 3,526,482

就労支援事業収入 6,863,785
繰越金収入 5,858,805
事業収入 7,480,584

26,023,168
260,553,687
286,576,855

流 動 負 債
固 定 負 債
純
資
産
合
計

（単位：円）

（単位：円）
17,820,118
191,030,455
77,726,282
286,576,855
社協会報
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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

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

えをお願いいたします。

げます。今後とも社会福祉活動の推進に一層の

≪就任≫

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたしま

事

實川

博三

氏（自治会代表）

す。

評議員

今井

正夫

氏（当事者等の組織）

≪退任≫

評議員

小池

武昭

氏

理

（社会福祉に関する活動を行う団体）
評議員

小川

悦洋

氏

（保健、医療、教育等の関係機関団体）
評議員

伊藤二美男

氏

鈴木

謙治

氏（理

事）

石橋

能子

氏（評議員）

伊藤

雅宣

氏（評議員）

横地

博

氏（評議員）

相川

浩一

氏（評議員）

（保健、医療、教育等の関係機関団体）

男性の方

参加者募集

大歓迎です

みんなの介護スクール

男性の方
大歓迎です

ご自宅で介護をする上で一番大切なこと・・・それは毎日の食事です。
今回は、安全で、安心して食べていただくための、介護食のご紹介です。
日
場
内

時
所
容

講

師

参 加 費
申込締切

７月２８日（土）午前１０時〜１２時
蓮沼交流センター カルチャールーム（４階）
講義：【食事の基本と工夫について】
〜何歳になっても美味しく食べたい〜
社会福祉法人緑海会
特別養護老人ホーム青松苑 管理栄養士 細谷紗耶香氏
無料
７月２３日（月）

介護者リフレッシュ茶話会
介護をしている方、関心のある方、どなたでもご参加ください。
お茶を飲みながら、楽しくおしゃべりをしてストレス解消をしましょう！
また、介護への不安や質問などお気軽にご相談ください。
日
時
場
所
参 加 費
申込締切

＊
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８月２４日（金）午前１１時〜午後１時
山武福祉センター
５００円（お弁当代として当日いただきます）
８月２０日（月）

申し込み・問合せ先＊ 山武市社会福祉協議会訪問介護事務所
TEL 0475-89-2111
（電話でお申し込みください）
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月 日定刻となり、 人を
乗せた社協バスは目的地に向け
て出発しました。南郷地区社協
が普段外出することが容易でな
い高齢者の皆さんと一緒にあや
め祭りと地図を観る旅です。
幸い入梅にも関わらず好天に
恵まれ、車中では挨拶を兼ねて
コ ー ス 案 内・ 注 意 事 項 の 説 明。
「特 に 園 庭 内 は お 祭 り 期 間 で 混
雑しており足元には十分注意し、
急がずゆっくり行動するように、
心配の方は推進員がお手伝いし
ますから申し出てください。」と
の案内あり。その後、おやつと
飲み物が配られる車内は一気に
にぎやかな会話とともにバスは
最初の中継地へ向いました。
まず、紫陽花祭りの会場の道
の駅多古にて休息。川の両河岸
には多くの紫陽花が咲き見事の
一言。そばには小さな屋形船が
佇んでいました。
やがて、あやめ祭り会場の佐
原水生植物園に到着。約４００
品種・１５０万本の花菖蒲が８
敷地に開花していました。「今
年 は 例 年 よ り 開 花 が 早 い で す。
昔ながらの水郷情緒をゆっくり
楽しんでください。」と担当者の
談。 多 く の
皆さんが花
を眺め写真を
撮ったり、お
買い物と思い
思いに楽しん
でいるようで
した。
花菖蒲・ア
ヤメ・かきつ
ばたなど、た
くさん咲いていましたが、区別
がわからないまま会場を後にし
ました。
続 い て ち ょ っ と 歴 史 の 勉 強。
地図 道路地図・住宅地図・
観光地案内図等いまは簡単に見
られるが、その原型となった実
測日本地図は九十九里町で誕生
した伊能忠敬によって作り上げ
られたのです。 才を過ぎてか
ら江戸に出て全国を測量し地図
を作成した先覚者です。
さあ、お腹もすいたお昼は大
正 年創業老舗洋食店の東洋軒。
素朴な雰囲気ながら手作りの味
で心のこもったお弁当をゆっく
り食事する。少し飲み物も入っ
て賑やかに、ほっとしたひと時
を味わうことが出来ました。帰
りは空の玄関成田空港近くの空
の駅風和里でお買い物。お腹が
満たされると気持もゆったり自
然に車内は静かになりあっとい
う間に無事帰着。
皆さん少し佐原市内の狭い
路地を歩いたので疲れたかな、
思い出も出来たかなと心配し
つつ、これからもより良い旅
となるよう努力する事を約束
し旅日記を閉じました。
（南郷地区社会福祉協議会
会長 髙木 壽）
ら

ひ

と

金刀比羅会館が 年ぶりに改
修され綺麗に蘇りました。かつ
て、ご来館、ご利用された方々
にとってはなつかしい思い出の
会館なのではないでしょうか。
当会館は昭和 年に松尾町八
田の金刀比羅神社敷地内に建築
なおらい
され、神社での祭典の後の直会
会場として活用されてきました。
当時は、人気歌手の歌謡ショー
劇場としても使用され、多くの
人が来場されました。また、昭
和 年代には結婚式の披露宴会
場として利用され、大安の日に
は何組もの挙式が行われました。
平成に入り、利用数も少なく
なり、春、秋の直会会場と 月
日例祭の書道展会場等の利用
だけになりましたが、並行して
会館の老朽化が進み、強風時に
は窓枠が落下するなど危険性を
感じる状況となりました。
40
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そのため、神社関係団体の協
議により、会館を改修する運び
となりました。
昨 年（ 平 成 年 ） ５ 月 よ り、
外壁の塗装、窓枠の交換、床塗
装、照明増設等が行われ、９月
に は 見 事 に 会 館 が 蘇 り ま し た。
テーブル、椅子等の内装品を新
調し、遊具の卓
球台を備えまし
た。一度、改修
後の綺麗な会館
を見にお越し下
さい。
今後の活用と
して地域の皆様方の活動、交流
の場として有意義に利用される
ことを期待しております。

お問い合わせ先
金刀比羅神社社務所

29

電話 ０４７９（ ）０３２４

※追記 今
   年 ９ 月 日、 敬
老の日に地元松尾町出身の
歌手 白石恭子さんをお呼
びし、芸能大会を予定して
います。多くの方のご来場
をお待ちしております。
（金刀比羅神社
宮司 萩本 稔）

82
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“
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松尾地域
金刀比羅会館蘇る
こ

成東地域
あやめ祭りと地図を観る旅
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平成 年度第 回目の日向
東・西ふれあい旅行は春の房
総を楽しみました。当日は
名の方の参加を得ることがで
きました。
旧山武町役場脇の駐車場を
早朝出発し、津波対策事業で
かさ あ
嵩上げになった九十九里有料
道路を大型観光バス２台を利
用し、勝浦市の朝市に向かい
ました。あいにく勝浦の階段
雛は終了した後でしたが朝市
は十分楽しむことができまし
た。その後強風の為出船が危
ぶまれた鯛の浦遊覧船も乗船
することができ、船頭の合図
で沸き上るよう現れ出る大鯛
の姿もかいま見ることができ
ました。
昼食は、ホテルのランチバ
イキングを楽しみ、最後は南
房 総 の 春 の ク ラ イ マ ッ ク ス、
花摘みを館山で楽しみました。
春のお彼岸を前にし、たく
さんの切り花をお土産に家路
につきました。今回大型バス
２台という参加者を得て、無
事に終了できたことは幸いで
した。次の機会はもっと大勢
の方が参加して下さることを
願っております。
（日向東地区社協福祉推進員
澤野栄男）

５月 日に支部の総会とグラ
ウンドゴルフ大会が、蓮沼のス
ポ ー ツ プ ラ ザ と し お さ い 館 で、
総勢 名で開催されました。朝
の９時からグラウンドゴルフ大
会が始まり、 名のメンバーが
それぞれ 組にわかれ、スター
トを切りました。メンバーは初
心者あり、ベテランありで、
「打
ったボールがどこに行くかボー
ル に 聞 い て く れ！。」 と の 声 あ
り、「惜 し か っ た！」 と 悔 し さ
の 声 あ り、「ナ イ ス バ ー デ ィ」、
「ナ イ ス パ ー。」、 隣 で は「入 っ
た！ホールインワンやったー。」
な ど の 歓 声 が 上 が り 賑 や か に、
楽しくプレイをして ホールを
回りました。人によっては、久
しぶりにスティックを握ったけ

れど、「楽しかった！。」のこの
声があちこちから聞こえてきま
した。
大会後は総会に入り、小高支
部長の挨拶があり、山武市社会
福祉協議会小川浩会長から支部
会員のまとまりと、より元気に
活動される様、励ましの挨拶を
頂きました。
議題に入り、 年度の事業報
告、決算報告、 年度の事業計
画案、予算案を全会一致で可決
されました。また、 年度の新
役員も決まり、今年度も「いき
い き と、 い い 笑 顔 で ふ れ あ い、
楽しく、笑いのあるゴールドク
ラブ」を目指して頑張って参り
たいと思います。
（ゴールドクラブ蓮沼支部
支部長 小髙喜吉）
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ゴールドクラブ蓮沼支部の総会とグラウンドゴルフ大会が行われる！
蓮沼地域

日向東・日向西地区ふれあい旅行
山武地域

29
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まだまだ元気！でも、ちょこっと 手助けが必要かな？ と感じたら．．．

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

訪問型サービスＡ を 始めます！

山武市社会福祉協議会では、住み慣れた地域で、なるべく介護を必要としないまま
互いに助け合いながら自立した生活を続けるための仕組みとして、8 月 1 日（水）
よりこのサービスを開始します！

山武市社会福祉協議会が始める、訪問型サービスＡとは！
◆総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者の方へ訪問し、
掃除・洗濯・調理・買い物代行などの軽微な家事援助サービスを行います。
なお、食事介助などの身体介護はおこないません。
◆対象は、介護保険の要介護認定で「要支援１」・「要支援２」に認定された方や
基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそ
れがある方です。
※基本チェックリストとは、介護予防が必要であるか判断するため身体や生活の状況を25のチェック
項目で確認するものです。

◆訪問は、介護の資格を持ったヘルパーや山武市介護予防・日常生活支援総合事業従
事者養成研修修了者が伺います。
◆サービスの時間は１回につき４５分程度です。
◆費用は１か月に訪問する回数により異なります。
例：月４回（週１回）の利用で、９７５円

募 集 中 です！
利用を希望される方♬

協力してくださる方♬

資格を持ったヘルパーが真心を込めて
サービスに努めます。
ぜひ、ご利用ください。

介護福祉士等の資格、又は介護予防・日
常生活支援総合事業従事者養成研修を
修了された方、一緒に働きませんか。詳
細については、お問い合わせください。

詳しくは、山武市社会福祉協議会訪問介護事業所へお問い合わせください。

ＴＥＬ０４７５−８９−２１１１
社協会報
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おもちゃ図書館の開催日程
山武市ボランティア・市民活動センターでは、市内３カ所でおもちゃ図書館を開催しています。おもちゃを通して
遊びの楽しさを学び、心身の機能を育みます。
また、保護者同士の交流の場を提供することも目的に開館しています。就学前のお子さんを対象と
していますので、ぜひご利用ください。
また、運営協力いただけるボランティアも募集していますので感心のある方はご連絡ください。
おもちゃ図書館名

開催場所

開催日

時間

山武市
おもちゃ図書館
らっこ

山武市簡易マザーズホーム内
「くまの部屋」
（山武市白幡 1627）

7/13、9/14、
10/12、11/9、
1/11、2/8、
3/8

山武市
おもちゃ図書館
ひらひら

おおひらこども園
子育て支援センター
（松尾町広根 1182 番地 1）

11/10
1/12、3/9

山武市
おもちゃ図書館
みつばち

なるとうこども園
子育て支援センター
（さんむ医療センター前）

10：00
〜
11：30

7/28、9/22、
11/24
2/23

【問合せ先】山武市ボランティア・市民活動センター

☎ 0475-89-2121

子育て応援ボランティア養成講座開催のお知らせ
空いた時間でボランティアを始めたい方、子育て中の親子を応援したい方、
子どもと触れ合うのが好きな方、ぜひこの講座にご参加してみませんか。
【第1回】
7月12日（木）
10：00〜12：00
【第２回】

山武市役所
車庫棟
第8会議室

講義① 「こどもと上手にコミュニケーションとるためには！」
講義② 「こどもの成長にあわせた見まもり方」
実 技 「あそびのスキルアップ教室」

実習 「実際に子育て応援ボランティア活動してみよう」
（下記日程より実習日を選択いただきます。）

①９月20日（木）
３歳児健診
12：50〜15：0０

見守りボランティア

成東
保健福祉センター

②9月26日（水）
離乳食教室
9：30〜12：00

見守りボランティア

成東
保健福祉センター

③10月26日（金）
地域活動支援事業（すまいる） 見守りボランティア
10：00〜11：10

さんぶの森公園

④11月13日（火）
手づくりおやつ講座
9：10〜10：45

成東
保健福祉センター

⑤11月20日（火）
３歳児健診
12：50〜15：0０
【第3回】
11月27日（火）
10：00〜12：00

見守りボランティア

松尾ＩＴ
保健福祉センター

見守りボランティア

①実技「こどもや孫に食べさせたい簡単おやつ作り」
②まとめの会・閉講式

成東
保健福祉センター

※３回の講座を修了された方には‟修了証と活動中に使用できる名札等のグッズ を贈呈します。

【定
員】 ２０名
【参 加 費】 無料
【申込締切】 ７月６日（金）
【申込み・問い合せ】 山武市ボランティア・市民活動センター
7
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ゴールドクラブ連合会総会

山武市ゴールドクラブ連合会（鈴木会長）は、去る４月24日（火）午後１時30
こころ・きらきら
分から、成東文化会館「のぎくプラザ」において、来賓に松下市長、小川社会
ゴールドクラブ便り 福祉協議会会長、小川保健福祉部長をお迎えして、単位クラブ会長、副会長出

席のもと平成30年度の総会を開催しました。
木内副会長の開会のことば、鈴木会長のあいさつに続き、ご来賓の方々からご祝辞や激励のお言葉をいただ
き、議事に入りました。平成29年度事業報告及び決算報告・平成30年度事業計画（案）及び予算（案）につい
て、原案どおり可決され、役員改選では各支部より推薦された新理事が承認をされました。
新会長には引き続き鈴木会長が選任され、新役員を代表して鈴木会長から就任のあいさつがあり、小髙副会
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て、専門部会の会議を開き、新年度に向けそれぞれの活動方針を協議しました。
（松尾支部 秋葉昭子）

会長あいさつ

山武市ゴールドクラブ連合会 会長 鈴木愛伯
このたび、引き続き山武市ゴールドクラブ連合会長の大役をお受けすることになりました。
昨年度は皆様のご協力のもと全ての事業を盛会に終えることができ、感謝申し上げます。今年度も「スポー
ツ大会」や「いきいきわくわく教室」等、たくさんの行事を計画しておりますので是非ご参加ください。
また、今年度から新しく若年層の意見を活かし活躍していただこうと「若手活動部」という部会を設立しま
した。この部会では60〜70代前半の若い世代の方々が中心となって新規会員の加入促進を目指し、活動してい
く予定です。本年度も皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

＊ゴールドクラブ会員募集中です＊
あなたの地域のクラブをご紹介します。

問合せ先
電

山武市ゴールドクラブ連合会事務局
（山武市社会福祉協議会内）
話 ０４７５−８２−７１０２ 伊藤まで

こんな仕事をしています!!

成東福祉作業所

こんにちは!!成東福祉作業所です!!

紙バンド製品

成東福祉作業所では、現在、１０名の方が毎日がんばって活動

様々な大きさ、種類の
カゴや多様な小物があ
ります。ご要望にそっ
た製作も可能な限り行
っています。

しています。
業者さんから請けている作業、紙バンドを使ったクラフト製品
やオリジナル缶バッチなどの工芸品を製作する作業、「ＥＭボカ
シ」の製造・販売など、多種多様な作業訓練を実施しています。
「頑張っている皆さんの姿を見てみたい !!」
と思ってくださった
方、是非お気軽に作業所にお立ち寄りください。
今年度も、市民の皆様のかわらぬ、ご支援・ご協力がいただけ

オリジナル缶バッチ

ますよう、この場を借りてお願い申し上げます。
成東福祉作業所 スタッフ一同

山武市マスコットキャラ
クター「ＳＵＮムシくん」
缶バッチ

※作業所の工芸品・商品にご興味がありましたら、
下記までお問合せください。

※ご要望に応じてオリジ
ナル缶バッチを製作販売
しています。

TEL ０４７５-８２-７６３９

成東福祉作業所の
【EMボカシ】
は
（発酵たい肥の素）
下記店舗にて好評販売中です!!
●農協販売店
「緑の風」成東店・山武店・東金店
●道の駅
「オライはすぬま」
●松尾IT保健福祉センター（松尾福祉作業所）
●社会福祉協議会
等

EMボカシ
園芸や農業のアイテム
として、
幅広い方に、
ご
愛用頂いています。

社協会報
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制整備事業
生活支援体
第６報
ニュース

通い！、 集い！、 交流の場！づくり

いっしょに、 始めてみませんか！
健康で長く住み慣れた地区で暮らし続けたい！ という気持ちは誰もが持っている願いではない
でしょうか。その願いを叶えるべく、高齢者の生活を支える地域づくりを推進している「やさしいお
もいでささえあおう会」では、市内の福祉活動関係者やさまざまな分野の方々で昨年から協議を進め、
下記の活動を始めることになりました。
ご自分の地域でも、何かやりたいと意欲がある方には、職員が立ち上げまで一緒に活動いたします
ので、お気軽にご相談ください。

通い・集い・交流の場 運営費補助事業
地域の中で、通える場・集える場・交流できる場 を作ってくださる団体に対し運営を応援
する補助事業活動を開始します！
（補助の基準）※概要
・対象となる活動 ⇒心と体の健康づくり活動を月 1 回以上定期的に行うこと
・対象となる経費 ⇒会場使用料、光熱水費、消耗品、保険代、講師謝礼など
・助 成 す る 金 額 ⇒①月1回以上の開催、 5,000円／月
（上限60,000円／年）
②週1回以上の開催、20,000円／月
（上限240,000円／年）

☆暮らしやすい地域は、 自分たちで一緒につくっていきましょう！
〔お問い合わせ先〕

やさしいおもいでささえあおう会事務局（担当：生活支援コーディネーター 須田高）
TEL：0475-82-7102 FAX：0475-82-7318 E-mail：sammushakyo@etude.ocn.ne.jp

第13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。
みんなで福祉について考え、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
会場

10月21日（日）
山武市役所駐車場

総務班

イベントの広報など

ステージ運営班
ジ運営班

ステージでの企画など

会場運営班
会場運

会場内の企画など
まつりのステージも手づくりです！
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平成30年度 第1回
「福祉のしごと就職フェア・
ｉ
ｎちば」
ご案内

（社会福祉協議会へのご寄付）

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
・
ｉ
ｎちば」
を下記のとおり開催します。
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。
また、本事業の開催に併せて、福祉の仕事への就職
活動体験や業務内容の説明等を通じて、福祉・介護分
野への就労促進を図るため、同日開催にて様々なセミ
ナーを開催します
記
１ 開催日時： 平成30年7月8日（日）午後１時～午後４時
２ 会場： 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）
３ 参加方法：
直接会場へお越しください。参加費無料、
履歴書不要
４ 同日開催： 「福祉のおしごとセミナー in 幕張」
午前10時30分～ ＊参加費無料、事前申込不要

〜平成30年3月6日から
平成30年5月31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）
◆

ボランティアグループチャット ……………… 13,225円
會田 トシエ………………………………… 20,000円
三者合同芸能発表祭………………………… 30,000円
成東朝市組合………………………………… 36,182円
窓口設置募金箱 …………………………… 3,760円
匿名…………………………………………… 11,250円
匿名…………………………………………… 15,918円
匿名…………………………………………… 11,000円
匿名…………………………………………… 8,000円
匿名………………………………………………1,121円

◆物品のご寄付◆

高橋 勲………………………………… ランドセル2個
農業法人さんぶ野菜ネットワーク
………………………… 野菜及び食料品約300㎏
デリシャス21 ………………………………… アルミ缶
鈴木 田鶴子………………………………… お米30㎏
千葉県退職公務員連盟山武支部……………タオル1箱
尾﨑 清史………………… 電化製品及び日用品多数

※専門職の仕事の内容や役割について理解を深めることができます。
福祉の現場で活躍している職員から「福祉・介護」のこれからの可能
性と魅力について語っていただきます。

５ 問合せ先：
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/

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。
法律相談 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。
相談は1回20分までです。
）
場所 第1火曜日
山武会場
実施月

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

24日

7月

※

4日

11日

18日

25日

21日

28日

8月

※

1日

8日

15日

22日

18日

25日

9月

5日

12日

19日

26日

7月

3日

10日

17日

8月

7日

14日

9月

4日

11日

開設場所

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
※

成東会場 : 成東老人福祉センター（白幡1627） 松尾会場 : 松尾IT保健福祉センター（松尾町五反田3012）
山武会場 : 山武福祉センター（埴谷1868-14） 蓮沼会場 : 蓮沼出張所（蓮沼ハ233）
※蓮沼スポーツプラザ（社会福祉協議会 蓮沼連絡所） 山武市蓮沼ハの5402−1 ☎0475-86-3126
予約・問合せ先

山武市社会福祉協議会

人と人とのつながりを大切に！
平成30年度の活動がスタートして、3か月が過ぎ
ました。いま、切実な社会問題の一つとして、
「孤独」
を感じている人たちがたくさんいることが、世界的
に注目されています。
イギリスでは、人口6560万人のうち900万人以
上が孤独を感じていて、友人や親せきと１ヵ月以上
も会話していない高齢者は約20万人にもなるそう
です。こうした「孤独」による経済的損失は年間で4.9

〒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

兆円に及ぶとされ、孤独に向き合い、孤独をなくす
対策をとるために、メイ首相は今年「孤独担当大臣」
を新たに誕生させたというのです。
少子高齢化、貧困、孤独死と問題山積の日本にとっ
ても他人事ではありません。地域で人と人とのつな
がりが希薄になっている現代、「孤独な人」に寄り添
い、声を掛けることが大切です。地区社会福祉協議
会の役割もますます重要です。
ご近所の方と声を掛け合い、住みやすい地域にし
ていきたいものです。
（広報委員 佐々木純代）

５２,２３２人
男 ２６,２１７人
女 ２６,０１５人

市の人口

65歳以上

１７,２５７人
男 ７,８８０人
女 ９,３７７人

高齢化率

33.0％

（前回より1.1％増）
平成30年6月1日現在

