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■山武市の主な募金活動
●戸 別 募 金
●法 人 募 金

各区・自治会長を通し、各世帯へご協力をお願いしています。
②
Ｐ３ 上 写真 ①
市内の法人等（企業・会社・商店）にご協力をお願いしています。
各地域の協力者がお願いに伺います。新規にご協力してくださる
法人等がございましたらご連絡をお待ちしております。
市内の福祉施設等にご協力を呼びかけます。

●職 域 募 金

■山武市の令和元年度募金実績

Ｐ３ 上 写真
～ご協力ありがとうございました～

②

赤い羽根共同募金

③

①

③

６，
８７６，
３５５円

歳末たすけあい募金 ２，
０１３，
７５５円 

■山武市における共同募金の使いみち
＊災害見舞金
＊福祉車両貸出事業

＊有料配食サービス

＊住民参加型在宅福祉事業（福祉輸送・家事援助サービス）

赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金

＊ボランティア団体等活動事業

＊福祉教育活動助成事業

ほか

②

昨年度は、火災見舞（全焼２件 合計100,000円）、台風15号・台風19号・10月25日
大雨千葉県災害による見舞金（全壊11件、半壊21件、床上浸水28件 合計
355,000円）を支給しました。
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③

さんに提案し、承諾を得まして、
８月５日に社会福祉協議会連絡
所で福祉推進員さん６人の他に、
ボランティアの方が一人参加し
て下さり、マスクを着用し、３
密を避けて、 個の防災ライト
台を作成しました。あらかじめ
ライトの台は、他のボランティ
アの方が 個分を準備しておい
て下さいました。皆さんの御協
力によりまして出来上がった
個のライト台は、地域の 歳以
上でお一人暮らしの方に民生委
員を通して配布しました。手作
りのライト台は、台風で停電に
なっても、お部屋も、心も、明
るく照らしてくれると願ってお
ります。
（睦岡地区社会福祉協議会
会長 矢越 弘子）
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さんむ市役所近くの殿台の踏み切り脇に、
『コミュニティ倶楽部ひろば』は

令和 年度になり、新型コロ
ナウイルスの影響で、社会福祉
協議会の春から夏にかけてのイ
ベント事業は、ほとんどが中止
となりました。そんな折、睦岡
地区では、防災意識向上事業の
一環として、できるだけ小規模
の人数で、防災ライト台を作成
することになりました。昨年の
月に房総半島を襲った台風
号では、私達山武地域は、 日
以上に亘る停電で、不自由な生
活 を 余 儀 無 く さ れ﹁秋 の 日 は 釣
瓶 落 と し﹂で、 夕 刻 に は、 周 囲
が森に囲まれた民家の一帯は暗
闇になり、心までが沈んで行く
ようでした。そのような記憶が
新しい中、宿地区の推進員さん
から、埴谷の宿地区で毎年開催
されている、夏休み工作教室で、
部屋の広範囲に、ほんのりと明
かりが灯る防災ライト台を作成
し、 ご 高 齢 の 方 に 配 っ た 直 後、
台風 号で停電になり、防災ラ
イト台が大変役に立ち、好評だ
った事を聞きました。早速今年
度の睦岡地区の防災意識向上事
業として、ライト台作りを役員
9

あります。ここは、市の市民提案型まちづくり事業の補助金をいただいて活

0475-78-53002
《 《お問合せ》
場 所 》 住所：殿台
213-12代表 クボヤマ

社協会報

さんむ市役所近くの殿台の踏み切り脇に、﹃コミュニティ倶楽部ひ

代表：クボヤマ

《お問合せ》 0475-78-5302
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「ひろば」は、積極的な社会参加を促進しこどもからご年配

の方ま
で地域の方々が気軽に立ち寄れる場所として、イベントやワークショ
社会参加を促進しこどもからご年配の方まで地域の方々が気軽に立ち
す。市役所に用事があった時など、寄ってみてはいかがでしょうか♪

祝祭日・年末年始は休業あり
《 場 所 》 住所：殿台
213-12

80

主な材料は、小型懐中電灯、２
ℓの水が入ったペットボトル台
を作るための板５枚等です。

山武地域

私たちが取り組む防災意識向上事業
《お問合せ》 0475-78-53002 代表 クボヤマ
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《開設日》
火曜～金曜
と 第２・４土曜 １１：００ ～ １５：００
《場
所》
住所：殿台213-12
祝祭日・年末年始は休業あり

みて
いか
ッは
プな
どが
もで
開し
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さう
れか
て♪
いるそうです。市役所に用事があった時など、寄って

《開 設 日》 火曜〜金曜 と 第２・４土曜 １１：００ 〜 １５：００
《開設日》
火曜～金曜 と 第２・４土曜 １１：００ ～ １５：００

月・日・祝日・年末年始は休業あり

みてはいかがでしょうか♪
健康づくりや楽しい交流
イベントやってます♪

15

10

成東地域

コミュニティ倶楽部ひろばに行ってみよう♪

問わず子供から高齢者まで楽しめるスポーツとして昭和57年に日本で誕生しました。千葉県としては平成元年にｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会が発

尾町ｺﾞﾙﾌ協会ができ、同時期に私達の五和会ゴールドクラブ内にグランドゴルフが発足され平成13年に地主の協力により
れ今年で20年になります。会員は現在23名で最高年齢は89歳です。

数が減少しており頭の痛いところです。行事としては、【区長杯】の大会を年２回開催しておりその他町、市、郡、県大会

全ての大会行事が、中止されています。それでも６月から毎日練習を再開してたのしんでおり、最近では他の地区からの練習参加者

を再開して楽しんでおり、最近
では他の地区からの練習参加者
が増えており、地域の仲間づく
りの輪が広がっております。
これからの目標としては、会
員のさらなる増強に取り組んで
行き、一人でも多くの皆さんが
健康で楽しい人生になるよう努
力したいと思っております。
（五和会ゴールドクラブ
グラウンドゴルフ部長
川島 芳典）


蓮沼ゴールドクラブでは恒例
になりましたはにわ道（空港道
路 ） の 花 植 え を 実 施 し ま し た。
気象庁の統計では今年は観測が
はじまって以来（３番目？４番
目？）ぐらいの長雨だったとの
ことで梅雨の時期でもあり、７
月４日は小雨まじりの１日でし
た。およそ 名の人たちの手に
よって赤やピンクの花の苗がこ
れからおとずれる海水浴に向か
う人たちや道ゆく人々の目にや
さしい想いを誘ってくれること
を願いながら１株１株丁寧に植
えました。
今年は新型コロナウイルスの

拡大が日々報道されていますが、
私達１人１人が日々の生活のな
かで感染症に打ち勝っていかな
ければなりません。
そして明るい生活が取り戻せる
ようがんばっていきたいと思い
ます。
（蓮沼浜地区社協福祉協議会
会長 秋葉千恵子）
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皆さん新型コロナウイルスに負けない心と体づくりに努力しましょう

松尾地域

13

23
、会員のさらなる増強に取り組んで行き、一人でも多くの皆さんが健康で楽しい人生になるよう努力したいと思っております。
20

みんなで花植え
蓮沼地域

五和会ゴールドクラブ

57
☆ グランドゴルフ部長
川島

グラウンドゴルフは男女問わ
ず子供から高齢者まで楽しめる
スポーツとして昭和 年に日本
で 誕 生 し ま し た。 千 葉 県 で は、
平成元年にグラウンドゴルフ協
会が発足されました。
その後、平成 年に松尾町ゴ
ルフ協会ができ、同時期に私達
の五和会ゴールドクラブ内にグ
ラウンドゴルフ部が発足し、平
成 年に地主の協力により専用
グランドが現在の場所に整備さ
れ今年で 年になります。会員
は現在 名で最
高年齢は 歳で
す。
発足当時に比
べ会員数が減少
しており頭の痛
いところです。
行事としては、
【区長杯】の大会
を年２回開催し
ております。そ
の他町、市、郡、
県の大会があり
ますがコロナウ
イルス感染症対
策により、全て
の大会行事が、
中止されていま
す。それでも６
月から毎日練習

ております。また社会福祉協議会主催の小学生とのグランドゴルフ交流会にも出席しておりますしかし本年度は新型コロ
広がっております。

89

12

20

地域の高齢者の

皆さんへ新鮮野菜を

お届けする喜び

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 紹 介
ボランティア活動紹介

NPO法人 ハッピーカムカムハマナーズ
ボランティア活動紹介
蓮沼地区
ＮＰＯ法人 ハッピーカムカムハマナーズ
蓮沼地区

ＮＰＯ法人 ハッピーカムカムハマナーズ 蓮沼地区

ハッピーカムカムハマナーズは、蓮沼地区に住む仲間を中心に、２年前に結成され
ハッピーカムカムハマナーズは、蓮沼地区に住む仲間を中心に、２年前に結成され
ました。主に昭和歌謡等の昔懐かしい曲を聴いてくださるみなさんと共に歌って楽し
ハッピーカムカムハマナーズは、蓮沼地区に住む仲間を中心に、２年前に結成されました。
ました。主に昭和歌謡等の昔懐かしい曲を聴いてくださるみなさんと共に歌って楽し
い時間を過ごせるよう日々練習を続けています。今年２月に千葉県から特定非営利活
主に昭和歌謡等の昔懐かしい曲を聴いてくださるみなさんと共に歌って楽しい時間を過ご
い時間を過ごせるよう日々練習を続けています。今年２月に千葉県から特定非営利活
動法人（ＮＰＯ法人）として認証されましたが、活動開始間もなくコロナ禍となり、
動法人（ＮＰＯ法人）として認証されましたが、活動開始間もなくコロナ禍となり、
せるよう日々練習を続けています。今年２月に千葉県から特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）とし
やむを得ず活動をずっと自粛していました。最近になって、ようやく各方面の方々か
やむを得ず活動をずっと自粛していました。最近になって、ようやく各方面の方々か
て認証されましたが、活動開始間もなくコロナ禍となり、やむを得ず活動をずっと自粛していまし
らお声をかけて頂き、念願のコンサートを実施することができ、その際には、透明マ
らお声をかけて頂き、念願のコンサートを実施することができ、その際には、透明マ
た。最近になって、ようやく各方面の方々からお声をかけて頂き、念願のコンサートを実施するこ
スクを装着し、ソーシャルディスタンスを確保しての窮屈なコンサートでしたが、お
スクを装着し、ソーシャルディスタンスを確保しての窮屈なコンサートでしたが、お
とができ、
その際には、透明マスクを装着し、ソーシャルディスタンスを確保しての窮屈なコンサー
客様には大変喜んで頂けたと感じたそうです。これからも頑張って活動をされますの
客様には大変喜んで頂けたと感じたそうです。これからも頑張って活動をされますの
トでしたが、お客様には大変喜んで頂けたと感じたそうです。これからも頑張って活動をされます
で、温かいご支援をよろしくお願いします
で、温かいご支援をよろしくお願いします
☆現在、演奏のご依頼及び正会員・賛助会員を募集中です。
（詳しくはボランティア
☆現在、演奏のご依頼及び正会員・賛助会員を募集中です。
（詳しくはボランティア
ので、温かいご支援をよろしくお願いします
センター☎0475-89-2121
又はＮＰＯ法人ハッピーカムカムハマナーズ善塔☎080センター☎0475-89-2121
又はＮＰＯ法人ハッピーカムカムハマナーズ善塔☎080☆現在、演奏のご依頼及び正会員・賛助会員を募集中です。
（詳しくはボランティアセンター☎
6653-1100
までお問い合わせください。
6653-1100
までお問い合わせください。
））
0475-89-2121又はＮＰＯ法人ハッピーカムカムハマナーズ善塔☎080-6653-1100までお問い合
わせください。）
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井部ミサヲ 小梛としえ
広報委員
小梛としえ

社協会報

6

報
第 14
「新たなつながり作りプロジェクト」の第2弾企画
2 弾企画
ース 「新たなつながり作りプロジェクト」の第
備ニュ
整
制
支援体

初心者・中高年のためのスマホ講座

生活

安心して暮らし続けるためには、スマートフォンを使い、家族や友人とコミュニケー
安心して暮らし続けるためには、スマートフォンを使い、家族や友人とコミュニケーショ
ションを深めたり、色々な情報を自らキャッチしたりと、身近な道具として活用でき
ンを深めたり、色々な情報を自らキャッチしたり、身近な道具として活用できると良いので
ると良いのではないでしょうか！
『最近“スマホ”に替えた人』
や『“スマホ”だけど電話機
はないでしょうか！『最近“スマホ”に替えた人』や『
“スマホ”だけど電話機能だけしか
能だけしか使ってない人』
は、超初心者のための2日間の講座ですので、この機会に参
使ってない人』は、超初心者のための
2 日間の講座ですので、この機会に参加してみてはい
加してみてはいかがでしょうか♪
かがでしょうか♪

《講座の内容》

①スマートフォンでできること
②インターネット検索の使い方
③メールなどコミュニケーションアプリについて
《 開催場所 》
山武市成東老人福祉センター（山武市白幡１６２７）
①１１月４日（水）
・１８日（水）１０:００～１２:００
②１２月２日（水）
・１６日（水）１０:００～１２:００

どちらか１回

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

相続
相談員
健康生きがいづくりアドバイザー
鵜川和宏 氏

《山武会場》
山武福祉センター（ 埴谷 1868-14 ）
《 日 程 》
13 時 ～ 16 時
１０月 ２日（金） / ２３日（金）
１１月 ６日（金） / ２０日（金）
※１２月以降は原則第 1・３金曜開催
《成東会場》
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽひろば （殿台 213-12 ）
《 日 程 》
13 時 ～ 16 時
１１月 １０日（火） 不定期開催

★上記．２つの事業についてのお申込み・お問い合わせ先

山武市社会福祉協議会
地域福祉推進係
☎０４７５－８２－７１０２
山武市社会福祉協議会
地域福祉推進係
☎０４７５－８２－７１０２
★ご報告
⇒ 春号でお知らせしました、「ふくしの起業家養成講座」は、新型コロナウィルス感染
拡大の影響で、中止することになりましたので報告いたします。
7
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ご存知 で す か 「

す ま い る」です

さんむ成年後見支援センターでは日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）
として、日常生活に不安を感じている高齢者や障がいがある方を対象に、有料で
福祉サービスの利用や日常的な金銭管理についての支援をしております。
「日常生活自立支援事業」ってどんなことをしてくれるの？

定期的な訪問により、福祉サービスを利用するお手伝いや、日常的な金銭管理をお手伝いすることで、高齢者
や障害者の方々が住み慣れた地域で生活できるように支援する事業です。
１. 福祉サ－ビスを安心してご利用できるようにお手伝いします。〔福祉サービス利用援助〕
＜例えば＞
●福祉サービスについての情報提供を受けられます。
●福祉サービスを利用したり､ やめるために必要なことを一緒に考えながら手続きをします。
●福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、苦情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。
２．毎日のくらしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。〔財産管理サービス〕
＜例えば＞
●医療費､ 税金､ 公共料金等を支払うお手伝いをします。
●あなたの通帳から生活に必要なお金を払い出してお渡しします。
また､ 預け入れすることもできます。
例）通帳や年金証書をどこに置いたか忘れてしまう
３．大切な書類や印鑑などをお預かりします。 〔財産保全サービス〕
＜お預かりできるもの＞
●年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類
●実印､ 銀行印
●その他社会福祉協議会が適当と認めた書類
※財産保全サービスのみのご利用はできません。
又､ 宝石､ 骨董品､ 貴金属類､ 株券､ 有価証券などはお預かりできません
◆お問い合わせ先◆

山武市白幡 1627
山武市社会福祉協議会内
さんむ成年後見支援センタ― 電話 0475-82-7111

令和２年度やさしいおもいでささえあおう会
国土交通省認定 「福祉有償運送運転者講習」
のご案内
山武市では、通院や買い物への交通手段についての課題を解決するため「買い物支援サービスシステムの構築」
を
進めています。
この講習会は、現在行っている福祉輸送サービスに従事する人材の育成や新たなサービス開発の一助につながる
ことを目的に開催いたします。
・日

時

令和２年１１月１４日
（土） １０時３０分〜１６時３０分
令和２年１１月１５日
（日） ９時３０分〜１６時３０分
・会
場 山武市成東老人福祉センター 大会議室及び駐車場
・募集定員 １５名
・対 象 者 山武市民で、助け合い活動に興味のある方
・講習の全科目を受講できる方
・普通自動車運転免許を取得していて、取消又は停止処分の期間中でない方
・受 講 料 １０，
０００円（テキスト及び資料代等含む）
※山武市社会福祉協議会の行う「福祉有償運送事業の協力会員」として
登録してくださる方は、受講料を免除いたします。（73歳までの方）
・お申込み 申込用紙に記入し、１０月３０日（金）までに山武市社会福祉協議会の各窓口へ
持参するか、郵送にてお申込みください。
※キャンセルは、講習一週間前までにお申し出ください。
・そ の 他 ・新型コロナウイルス感染症の発生状況により、講習を中止させていただく場合があります。
・当日は実技講習がありますので、免許証の持参と運転しやすい服装、履物でお越し下さい。
・お問合先 山武市社会福祉協議会（担当：渡辺・須田）
電話 ０４７５−８２−７１０２

社協会報
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生活福祉資金（教育支援資金）貸付のごあんない
生活福祉資金（教育支援資金）
は、
就学に際し必要となる費用を貸し付ける制度です。他からの融資を受けること
ができない低所得世帯の方々が対象となります。
進学資金に不安のある方は必ず事前（願書を提出する時期まで）にご相談ください。
〈お申し込みから貸付実施まで
には２ヶ月程かかります。
〉

教育支援資金の種類

夢にむかって
がんばろう！

教育支援費（授業料等）
高等学校

月額３万５千円以内

高等専門学校、短期大学等

月額６万円以内

大学

月額６万５千円以内
就学支度費（入学金等）
上記学校共通

５０万円以内

●

学校教育法に規定されていない学校の経費等、一部対象外となる経費があります。

●

他の公的貸付制度が利用できる場合はそちらの制度が優先になります。
（日本学生支援機構、進学する学校によ

る奨学金制度、
千葉県母子寡婦福祉資金制度等）関係機関にて事前にご確認ください。
●

本資金は、
進学するご本人が借受人（保護者の方は連帯借受人）となります。また、収入状況により連帯保証人

が必要な場合があります。
●

貸付には審査があり、
審査の結果により貸し付けできないことがあります。

●

お住まいの地域を担当するの民生委員が相談から申込み、返済まで継続した相談支援を行っていきます。

問合せ

山武市社会福祉協議会

地域福祉推進係 ０４７５−８２−７１０２

こんにちは ! 松尾福祉作業所です。
松尾福祉作業所では新型コロナウィルス感染拡大防止に留意しながら日々みんなで頑

張っています。
こんにちは！松尾福祉作業所です。
こんにちは！松尾福祉作業所です。
こんにちは！松尾福祉作業所です。

松尾福祉作業所では新型コロナウィルス感染拡大防止に留意しながら
松尾福祉作業所では新型コロナウィルス感染拡大防止に留意しながら
受注作業の他に自主製作の一環としてマスクやリサイクル椅子等を作りオライはすぬ
松尾福祉作業所では新型コロナウィルス感染拡大防止に留意しながら
日々みんなで頑張っています。
日々みんなで頑張っています。
日々みんなで頑張っています。
まや松尾福祉作業所にて販売しています。
受注作業の他に自主製作の一環としてマスクやリサイクル等を作りオライはすぬまや
受注作業の他に自主製作の一環としてマスクやリサイクル等を作りオライはすぬまや
受注作業の他に自主製作の一環としてマスクやリサイクル等を作りオライはすぬまや
松尾福祉作業所にて販売しています。
松尾福祉作業所にて販売しています。
松尾福祉作業所にて販売しています。

立体マスク

牛乳パック再利用の椅子

立体マスク
牛乳パック再利用の椅子
立体マスク
牛乳パック再利用の椅子
成東福祉作業所
☎０４７５（８２）７６３９
立体マスク
牛乳パック再利用の椅子
福祉作業所に入所希望の方や興味の
山武福祉作業所
☎０４７５（８９）５１８８
ある方は右記までお気軽にお問い合
福祉作業所に入所希望の方や興味のある方は下記までお気軽にお問い合わせください。
福祉作業所に入所希望の方や興味のある方は下記までお気軽にお問い合わせください。
わせください。
福祉作業所に入所希望の方や興味のある方は下記までお気軽にお問い合わせください。
松尾福祉作業所
☎０４７９（８６）７２５０
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2020年秋号

成東福祉作業所
成東福祉作業所 ☎０４７５（８２）７６３９
☎０４７５（８２）７６３９
成東福祉作業所 ☎０４７５（８２）７６３９
山武福祉作業所
山武福祉作業所 ☎０４７５（８９）５１８８
☎０４７５（８９）５１８８
山武福祉作業所 ☎０４７５（８９）５１８８
松尾福祉作業所
松尾福祉作業所 ☎０４７９（８６）７２５０
☎０４７９（８６）７２５０

〈令和２年度〉
「保育de就職！＠千葉 保育のしごと就職フェスタ」開催

（社会福祉協議会へのご寄付）

１目的

本就職フェスタは、千葉県内に所在する児童福祉施設等へ
就職を希望する方及び児童福祉等の仕事に興味のある方、こ
れから就職活動を始める方等を対象に、求人のある児童福祉
施設等の採用担当者との個別面談・相談の場を提供すること
により、福祉・児童分野の人材の確保と就労の促進を図るこ
とを目的に開催します。

〜令和２年６月６日から
令和２年９月18日までの受付分〜
（順不同・敬称略）

２主催

◆お金のご寄付
（含む１円玉募金）
◆

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター
ちば保育士・保育所支援センター

小川
浩………………………………… 100,000円
竹中 邦子…………………………………… 4,400円
高柳 善江…………………………………… 2,100円
匿名…………………………………………… 9,350円
匿名…………………………………………… 4,588円
匿名…………………………………………… 2,200円
匿名…………………………………………… 3,300円

３共催
（予定）

千葉県 千葉県保育協議会 千葉市保育協議会
全国保育協議会 全国保育司会

４日時・会場

〈第１回〉
令和２年10月11日（日）13時〜16時
市川グランドホテル・７階黄金の間
（〒272-0034 市川市市川1-3-18）
〈第２回〉
令和３年 １月31日（日）13時〜16時
ペリエホール・ペリエ千葉７階
（〒260-0031 千葉市中央区新千葉1-1-1）

◆物品のご寄付◆
関川 文博…………………………… 浴衣用生地2反
林
喜一…………………………… 反物・日用品他
秋葉 浩一 …………… 子供用使い捨てマスク50枚
デリシャス21 ……… アルミ缶・ペットボトルキャップ
實川
稔…………………………………… 鉛筆多数
農事組合法人さんぶ野菜ネットワーク … 野菜45kg他
中村
繁………………………………………米30㎏
匿名…………………………………………… 米150㎏

５参加対象

⑴ブース設置者：千葉県内に所在する児童福祉施設・保育所等
①市川グランドホテル（第１回）：30ブース程度
②ペリエホール・ペリエ千葉（第２回）：30ブース程度
⑵来場参加者：保育所（園）等への就職希望者、保育の仕事に
関心のある方・県内の潜在保育士、令和３年
３月卒業予定の学生

６参加費

⑴ブース設置者：12,000円（予定）
⑵来場参加者 ：無料

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
10月
11月
12月
開設場所

6日
休み
1日

場所 第1水曜日
蓮沼会場
実施月

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

13日
10日
8日

20日
17日
15日

27日
24日
22日

10月
11月
12月

7日
4日
2日

第2水曜日
山武会場

14日
11日
9日

第3水曜日
成東会場

21日
18日
16日

福祉輸送のイラスト

第4水曜日
松尾会場

28日
25日
23日

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）
予約・問合せ先

山武市社会福祉協議会

☎０４７５−８２−７１０２
あとがきイラスト

極力感染しないよう気を
付けなくてはなりません。
このような状況の中、ボ
ランティア活動も本格的
な活動は出来ませんが少
しずつ、様子を見ながら動き出しております。
広報委員 古川

人類の長い歴史の中で此れ迄幾度となく感染症に脅か
されてきました。天然痘、ペスト、コレラ、スペイン風邪、
エボラ出血熱等々感染症との戦いが繰り返されてきまし
た。近年にない感染症が世界中で「あっ！！」という間
にパンデミックになり、今だ終りを見ない新型コロナ禍
に於いては、いつ収束するか解りませんが一人ひとりが

〒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

市の人口

５０,４９８人

男 ２５,４９８人
女 ２５,０００人

65歳以上

１７,７２９人

男 ８,２０５人
女 ９,５２４人

光

高齢化率

35.1％

（前回より0.3％増）
令和２年9月1日現在

