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佐倉市社会福祉協議会は、
今年６０周年を迎えました。

６９

﹁じぶんの町を良くするしくみ﹂

をキャッチフレーズに︑今年で

月１日から始まります︒

回目を迎える﹁赤い羽根共同募金﹂

が
みなさまからお預かりした募金

は地区社協活動やボランティア活

動︑福祉団体活動支援や︑大震災︑

台風︑集中豪雨といった被災地支

援等に使われています︒

赤い羽根共同募金は︑町の人の

やさしい気持ちを集める活動で

す︒あなたのやさしさが︑あなた

の声かけが︑あなたの行動が︑きっ

募金目標額 １７,５４０,０００円

と︑町を変えていくはじめの一歩

平成２７年度の共同募金運動

となるはずです︒みなさまのご理

解ご協力をお願いいたします︒

１０月１日→１２月３１日

１０
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目標額の６０％
８,５００千円
目標額の超過分 ２,６００千円
合
計
１１,１００千円

目標額 １４,１８０千円
募金額 １６,７８０千円
⛣ື䝃䞊䝡䝇䚷585䚷5%
⚟♴ᅋయᨭ䚷91䚷1%

ᆅ༊♫༠άື䚷1,400䚷13%

┦ㄯᴗ䚷1,453䚷13%
佐倉市委託

⚟♴ᩍ⫱䚷15

ᆅᇦ⚟♴䝛䝑䝖䝽䞊䜽
1,320䚷12%

募金総額 １６,７８０

地域配分の総額
１１,１００

ᅾᏯ⚟♴䚷1,099䚷10%

（単位：千円）

ᗈ䚷ሗ䚷2,864䚷26%

䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝉䞁䝍䞊
2,273䚷20%

一人暮らし高齢者への
配食サービス

ママのほっとタイム
（和田地区社協）
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行 事 予 定

２４

月

３１
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日

１１

日

１６
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１３

月

in

２２

共同募金運動開始
印旛地域生活困窮
者自立支援ネット
ワーク協議会設立
総会
佐倉市
社会福祉大会
地域福祉
フォーラム

５日〜８日
障害者作品展
日☆ボランティアセン
ター運営委員会
日 千葉県
社会福祉大会
日 ボランティア・
市民活動フェスタ
２０１５ 佐倉
第３回理事会
日

☆は傍聴可能な会議です︒

３０

生活困窮者自立支援事業

あなたの暮らしをサポートします
生活費が足りない、なかなか就職が決まらない、病
気で働けない、住む場所を失ってしまいそうなど、生
活や仕事に困っている方、ひとりで悩まず解決の糸口
を一緒に考えてみませんか。
毎月５００件近い問い合わせ・相談があります。そ
のうち生活困窮者自立支援事業として対応しているの
は、昨年から延べ件数で３０数件になります。家賃が
払えないなど住居を失いそうな場合には、
「住居確保
給付金」の活用で住居喪失を防ぎました。
「就労準備
支援」として、おひとりで仕事探しが困難な方には、
ハローワークに同行したり、履歴書作成や面接の練習
をします。
「就労訓練事業」では、すぐに仕事を始め
るのが困難な方に、その方に合ったペースで職場と仕
事に慣れるよう訓練します。こうした支援を経て、こ
れまでに３０数件のうち半数の方が自立し、または自
立に向かっています。
家も家族もなく、行くところもない２０代の方が公
園で保護されましたが、家の確保、生活費の支援、就
労支援を行って、自立したケースがあります。また
６０代の方で、家賃を払うのも危ういが生活保護は受
けたくないということで、住居確保給付金を受けなが
ら就職したケースもあります。
相談は無料、秘密は厳守しますので、ぜひご利用く
ださい。
連絡先：生活支援班
℡（４８４）６２００

社会福祉協議会は、みなさまの会費で運営されています。

ＦＡＸ（４８６）２５１８
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菊地久治勉学奨励金奨学生募集
大学在学者対象
佐倉市内在住のひとり親家庭で、低所得世帯
の意欲と能力のある学生の学費を、最短修了年
限までの期間で年間１５０万円を限度に支給しま
す。現在奨学生は１０名、年間２回の研修やボ
ランティア活動を通して、様々な経験をし、奨
学生同士互いに刺激し合いながら、また、佐倉
市内の方々に見守られながら頑張っています。
募集期間：１０月１日
（木）
〜１０月３０日
（金）
募集人数：若干名
選考方法：書類選考及び面接による
対 象 者：日本の大学・短期大学に在学してい
る満２３歳未満の方。
その他、奨学生対象となるにはいく
つかの条件・制限がありますので、
お問い合わせください。
問合せ・申し込み：まちづくり推進班
℡（４８４）６０３３

佐倉市及び佐倉市社会福祉協議会では、「誰もが自分らしく安心して暮らせ
る地域社会」を目指して、「第２次佐倉市地域福祉計画」、「ともに歩むふくし
プランⅡ」をそれぞれ推進しています。
社会福祉協議会の推進する「ともに歩むふくしプランⅡ」では、地区社協に
おける支えあいサービスが各地で展開されてきているといった成果がありまし
た。次期計画は支えあい活動の推進、生活困窮者支援、災害時要援護者支援を
柱に、作成をすすめております。
地域福祉フォーラムは、現計画の総括をご報告し、次期計画の概要について
ご意見等をいただく機会として、開催いたします。ぜひお越しいただき、ご意
見を聞かせてください。

奨学生夏季交流研修キャン
プファイヤー

日

時：１０月３１日
（土） １３：３０〜１５：１５
（１３：００開場）
場 所：志津コミュニティセンター 大ホール
主 催：佐倉市、佐倉市社会福祉協議会
参加者：３００名（申込不要）
内 容：第１部
・第２次佐倉市地域福祉計画及び第４次佐倉市地域福祉活動計
画の活動報告
・第３次佐倉市地域福祉計画及び第５次佐倉市地域福祉活動計
画の概要発表
第２部
リレートーク テーマ「ふれあい・支えあいの輪」
配食サービス（ボランティア活動）や支えあいサービス（地
区社協活動）に関わる方や利用されている方、障がい児を家
族に持つ方のお話を伺います。

奨学生手作りの太巻き寿司作り

లˑٝȁਖέͿͺٳट
市内１６の社会福祉法人が大集合。各施設の仕事の紹介や採用面接
をおこないます。福祉の仕事に興味のある方、福祉の資格を活かした
い方、来春学校を卒業予定の方など、ぜひご参加下さい。
日

時：１０月１５日
（木）
１３：３０〜１６：００（受付１３：００より）

場

所：ミレニアムセンター佐倉

対

象：福祉の仕事に興味のある方、就職を希望する方

内

容：施設紹介、施設との面接や各種相談
（託児スペースあり）

主

催：佐倉市社会福祉施設協議会・ハローワーク成田

ホール

問合せ：ハローワーク成田
福祉人材センター
℡ ０４７６（８５）８６１１
ＦＡＸ ０４７６（２２）２６２５

平成２７年度 社協会費納入状況
平成２７年度の社協会費は８月３１日現在で下記のとおり納入い
ただいております。社協会員への参画と会費の拠出に多大なるご
協力をいただき、誠にありがとうございます。
（単位：円）

地区社協名
一般会費
佐倉城の辺
911,000
佐 倉 東 部 1,916,500
内
郷
692,150
臼
井 1,738,800
う す い 東 1,136,156
王
子
台 1,117,476
志
津
南 1,287,918
志
津 2,362,707
ユーカリが丘 3,137,400
西
志
津 1,373,800
根
郷 2,039,203
和
田
250,000
弥
富
228,500
千
代
田 1,019,500
小
計
19,211,110
事務局扱
0
総
計
19,211,110

賛助会費

5,000
5,000
0
2,000
5,000
1,000
4,000
10,000
3,000
3,000
6,000
6,000
10,000
2,000
62,000
2,000
64,000

特別会費

合

計

54,000
970,000
36,000 1,957,500
10,000
702,150
26,000 1,766,800
20,000 1,161,156
14,000 1,132,476
12,000 1,303,918
44,000 2,416,707
10,000 3,150,400
2,000 1,378,800
36,000 2,081,203
24,000
280,000
22,000
260,500
8,000 1,029,500
318,000 19,591,110
66,000
68,000
384,000 19,659,110
※法人・団体会費を除く

快適・安心・安全をお届けします
イオン＆旬鮮館と３２の専門店

サービス付き高齢者向け住宅

駐車料金２時間半まで無料
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京成臼井駅前 ℡ ０４３−４６１−１８７１
〒２８５−０８３７ 佐 倉 市 王 子 台１−２３

社会福祉協議会は、特別会員・賛助会員を募集しています。

（３）第１８５号

２０１５年１０月１日
ボランティア活動助成金公開研修事業

みんなあつまれ！みんなであそぼう！

福祉総合相談所

●法律相談（弁護士）
〔相談場所・日時〕
第４月曜日（１１月のみ第３月曜日）
１０
：
００〜１５
：
００
社会福祉センター２階にて
９
：
０
０受付開始
（先着順、
８名まで）
●介護生活相談 ℡（４８４）
６１９６
●貸付相談
℡（４８４）
６２００
〔相談場所・日時〕
社会福祉協議会事務局
月〜金曜日 ８
：
３０〜１７
：
００

子どもたちが障がいのあるなしに関わらず、
おもちゃで遊ぶことを通して、楽しくふれあえ
る場所です。お母さんたちの情報交換の場とも
なっています。
毎回、笑顔と笑い声の絶えない、楽しいとこ
ろです♪ぜひ、遊びにきてください。
開催場所・時間
西部地域福祉センター
★第２水曜 １０：００〜１４：００
★第３土曜 １３：００〜１５：００
南部地域福祉センター
★第２土曜 １０：００〜１２：００
★第４水曜 １０：００〜１４：００
★障がいのある子は、１人２点まで借りられ
ます。
（障がいのない子は、３歳未満まで、
１人１点まで借りられます）
★貸出期間は１ヶ月です。

＊＊＊＊

ボランティア募集

＊＊＊＊

おもちゃ図書館の運営を手伝ってくださる方
を募集しています！
◆活動時間：開催時間＋前後２０分程度
（準備・片付けのため）

●介護相談（ケアマネジャー）
〔相談場所・日時〕
第３金曜日 １０
：
００〜１１
：
３０
南部地域福祉センターＡ棟
℡（４８６）
５１５１
第２火曜日 １０
：
００〜１２
：
００
西部地域福祉センター
℡（４６３）
４１６７
※電話相談不可。
祝日・休所日を除く。

◆活動内容：○おもちゃの準備・片付け
○おもちゃの貸出の受付
○来ているお子さんと一緒に遊ぶ
○おもちゃの修理（修理班）
○手作りおもちゃの制作（いちご班）
※別日時での活動です。
◆運営：ボランティアグループありんこ
◆問合せ：佐倉市ボランティアセンター
℡（４８４）６１９８

金額（円）

12,000
30,000
56,747
55,500
300,000
100,000
3,000
3,000
150,000
35,025
9,670
20,000
30,010
企業の皆さまから市内で活動するボラン
ティアや施設・団体へ︑あたたかいご寄付
やご支援をいただいております︒

地域福祉は、福祉委員・ボランティアに支えられています。

デンカポリマー株式会社佐倉工場様

２１

佐倉ロータリークラブ様

６０

ご支援ありがとうございます

ありがとうございました。福祉事業に活用させていただきます。

一人暮らし高齢者等食事サービスで利用
する﹁お弁当箱﹂を年間４８００個寄付し
ていだいています︒ボランティアの皆さん
が心をこめた手作りのお弁当に使われてい
ます︒

３１

寄附者氏名・団体
はらぺこ・さくら（４件）
匿名
新鮮市場マルエイ佐倉店
一般社団法人こうえい教育推進協会
Ｄ'ステーション佐倉店
匿名
リサイクル主婦の会
テクノボランティアーズ佐倉
匿名
ＴＯＴＯバスクリエイトＵＮＩＯＮ
根郷角栄自治会
鳳翔中村流 中村鳳紫女華
鳳翔中村流舞踊まつり

ジョイパックレジャー株式会社様

２７２７

１０

（平成２７年６月１日〜
寄附者ご芳名（敬称略）
平成２７年８月３１日）

ボランティアの皆さんの日頃の活動への
感謝とボランティア同士の交流の機会を
と︑毎年ボーリング大会を開催し︑素敵な
景品をご用意していただいています︒今年
度も６月 日にユーカリボウルにて開催さ
れ︑ 名のボランティアの皆さんが参加し
ました︒

６４

時：１１月１日（日）
１３：００〜１６：３０
（１２：３０開場）
◆場 所：志津コミュニティセンター
大ホール
◆参加費：無料
◆主 催：草笛＆リーフル
「ハッピー◦はっぱ」
◆問合せ：佐倉市ボランティアセンター
℡（４８４）６１９８

ミュージカルアニーやサーカスなどのチ
ケットをプレゼントしていただいていま
す︒市内の障がいのあるお子さまやひとり
親家族等の皆さまから︑毎回喜びや感謝の
お手紙が届きます︒

１５

善意銀行預託・払出し

自 ・６・１
至 ・８・
＝敬称略＝
佐久間さち子 タオルケット︑掛け布団︑
︻金銭預託︼
敷布団︑毛布
金子 恭子
二〇︑〇〇〇円
匿名︵ 件︶
和田ふるさと好友会
二三︑六三〇円
食品︵米︑乾麺︑カップ麺︑缶詰︑レト
和(田地区社協への指定預託︶
ルト︑野菜︑調味料︑乾燥スープ︑菓子︑
山万株式会社
飲料水︶
ワイエム総合サービス株式会社
介護用品・福祉機器︵紙オムツ︑ポータ
山万ウィシュトンホテル株式会社
ブルトイレ︑車イス︑バスボード︑シャ
光陽株式会社
ワーチェア︑シャワーキャリー︑浴槽用
株式会社山万ユーカリファーム
イス︑コルセット︶
社会福祉法人 ユーカリ優都会
日用品︵石鹸︑シャンプー︑生理用品︑
五〇〇︑〇〇〇円
脱脂綿︑ゴム手袋︑文房具︶
ユ(ーカリが丘地区社協への指定預託︶
衣料品︵シャツ︑ズボン︑スカート︑肌
佐倉城下町裏千家茶道会 二〇︑〇〇〇円
着︑靴︑ストッキング︑エプロン︑タオル︶
︵佐倉城の辺地区社協への指定預託︶
家具・電化製品︵こたつ布団︑座椅子︑
︻金銭払出︼
蛍光灯︑テレビ︑掃除機︑冷房機︑血圧計︶
帰宅旅費
３件
一︑一九〇円
その他︵ＣＤ︑財布︑ぬいぐるみ︑アク
災害見舞金
件
一七〇︑〇〇〇円
セサリー )
指定払出
３件
五四三︑六三〇円
︻物品預託︼︵ 件︶
︻物品払出︼︵１６４件︶
くつろぎの里
紙オムツ︑尿取りパッド
食品︵米︑もち︑パン︑乾麺︑カップ麺︑
横山元春
掛け布団︑敷布団︑枕
缶詰︑レトルト︑スープ︑海苔︑野菜︑
癒しのデイサービス志津 ポータブルトイレ
調味料︑乾燥スープ︑菓子︑飲料水︑茶
黒澤未樹
乳児用紙オムツ
葉︑乳児食︶
荒木省一
紙オムツ
介護用品・福祉機器︵紙オムツ︑尿取り
南野泰造
猫用トイレ︑キャットフード
パッド︑ポータブルトイレ︑車イス︑シ
熊谷ミナ子 スーツ
ャワーチェア︑バスマット︑杖︑シルバ
木内邦子
米
ーカー︑介護用マグ︶
志津地区社会福祉協議会 ジャガイモ
日用品︵石鹸︑洗濯洗剤︑使い捨て手袋︑
土井一朗
リクライニングチェア︑ベッ
調理器具︶
ドテーブル
衣料品︵シャツ︑肌着︑スーツ︑ネクタ
花島美香子 杖︑シルバーカー
イ︑靴︑タオル︶
教安寺
米︑レトルト︑調味料︑ふり
家具・電化製品︵掛け布団︑敷布団︑枕︑
かけ︑乾燥スープ
座椅子︑リクライニングチェア︑カーテ
岡本万里子 ポータブルトイレ
ン︑テレビラック︑電気カバー︑掃除機︑
上間則子
プリンターインク
電子レンジ︑冷蔵庫︑冷房機︶
齋藤智一
車イス
その他︵ＣＤ︑アクセサリー︶

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

８０

佐倉市内でボランティアや演奏活動など
で活躍されている方たちの活動発表です。
発表者と来場者の交流の時間もあります。
皆さんと一緒に音楽や踊りで楽しい時間を
過ごしましょう。ぜひ、会場に足を運んで
ください。
◆日

～おもちゃの貸出もしています～

●ボランティア相談
佐倉市ボランティアセンター
℡（４８４）
６１９８
西部地域福祉センター
℡（４６３）
４１６７
南部地域福祉センター
℡（４８３）
２８１１
※祝日は相談を行いません。
［問合せ］生活支援班
℡（４８４）
６２００

パフォーマンス
広 場

草笛＆リーフル﹁ハッピー◦はっぱ﹂
設立 周年記念

●心配ごと相談（民生･児童委員）
〔相談場所・日時〕
１０
：
００〜１５
：
００
月：社会福祉センター２階
℡（４８４）
６１９９
水：西部地域福祉センター２階
℡（４６３）
４４３３
金：南部地域福祉センター１階
℡（４８３）
７２１１

みんなのステージ

佐倉おもちゃ図書館

２０１５年１０月１日

第１８５号（４）
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佐倉市立中央公民館 及び 北側駐車場
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第７回障害者作品展

『 ふ れ あ い ギャラリー 』

ふ れ あ い コ ン サ ート

佐倉市内に在
住・在学・在勤
または市内で活
動されている障
がいのある方が
創作した、絵画・書道・写真・手芸・陶芸
などの文化芸術作品を展示する『ふれあい
ギャラリー』を開催します。
佐倉市立美術館の市民ギャラリーいっぱ
いに思いを込めて創った作品が並び、毎回
来場された方からは感動の声が多数寄せら
れます。
来場者から出展者へ送るコメントカード
は感動と応援のメッセージです。
障がいに関する情報コーナーもあります。
素敵な作品と制作者の思いにふれる場です。
皆さんの来場をお待ちしております。

障がいのある人もない人も音楽を通じて
一緒に楽しみましょう♪
◆日

愛光秋まつり

日 時：１０月１０日
（土）１１：００〜１５：３０
場 所：社会福祉法人愛光（佐倉市山王２−３７−９）
内 容：模擬店、イベント等
問合せ：℡（４８４）６３９３（担当：大里）

時：１１月７日
（土）
１３：００〜１５：３０
第１４回 福祉まつり・バザー
◆場 所：佐倉市立美術館
４階ホール
日 時：１１月８日
（日）１０：００〜１４：３０
◆問合せ：佐倉東部地区社協
場 所：中志津ふれあい公園
℡ ０９０
（１２０８）
６５５６
（峰村） 内 容：バザー、模擬店、車いすの体験等
問合せ：志津南地区社協
℡（４６０）１７８２（矢作）

障がい者就労に関する講座

７
０

日
会
内

第２３回

志津ふれあい福祉まつり

日 時：１１月１５日
（日）１１：００〜１４：００
場 所：志津公民館
内 容：バザー、模擬店、手作り品販売
問合せ：志津地区社協
℡（４６０）１７８１（山本）

第３回

ふくし祭り

日 時：１１月２２日
（日）１０：００〜１４：００
場 所：志津コミュニティセンター
内 容：バザー、模擬店、絵画コンクール
問合せ：ユーカリが丘地区社協
℡（４６０）１７８１
（火水金午後：稲越）

時：１１月６日
（金）１３：３０〜１６：００
場：四街道市文化センター 入場無料
容：韓国の社会福祉施設「ラファエルの家」と
社会福祉法人愛光との音楽交流会
ラファエルの家発表：韓国楽器サムノリ、エレクトーン演奏
愛光発表
：太鼓演奏、ピアノ演奏、合唱
特別出演
：新星ʻ７８（視覚障害者の演奏家団体）

参加者：どなたでもご参加ください。
（事前申込みをお願いします。
）
申込み・問合せ：愛光 ℡（４８４）６３９１ ＦＡＸ（４８４）６３９６

本紙「社協さくら」は共同募金の配分金で作られています。

日韓交流音楽会

戦 後 年 と い う こ と で︑
今年の八月は先の戦争につ
い て 様 々 な 報 道 が あ っ た︒
﹁終戦﹂ではなく﹁敗戦﹂と
いう文言も意図的に使われ
ていたように思う︒
父親が戦死された友人の
家庭が︑お母さんを中心に
貧しい生活の中でがんばっ
て い た こ と︑ 傷 痍︵ し ょ う
い ︶軍 人 が 義 手・ 義 足 の 姿
で募金を待っている姿など
が︑幼い頃ながらも鮮明に
記憶に残っている︒
折しも︑今の政治が当時
のありように似ていると言
うことで︑危惧を抱いてい
る報道もまた多い︒私たち
の毎日の生活に直接響かな
いだけに︑無関心で過ごし
てしまいそうだが︑ことは
重大である︒
戦後 年の平和は︑どう
して維持することができた
のか︑真剣にとらえ行動す
べき時であろう︒︵Ｙ・Ｈ︶

障害について学ぶ市民講座です。
障がいのある方の就労に関する講座で
す。就労を目指している障がいのある方、
そのご家族、障がい者雇用に関心のある企
業、障がい者雇用に関心のある方はどなた
◆日 時：１１月５日
（木）
〜１１月８日
（日） でもご参加いただけます。
１０：００〜１８：００
◆日 時：１１月５日
（木）
（入館は１７：３０まで）
１５：００〜１６：３０
（１４：３０開場）
※５日
（木）
は１３：００開始、
◆場 所：佐倉市立美術館 ４階ホール
８日
（日）
は１５：００終了
◆内 容：講演「企業の果たす役割」
◆場 所：佐倉市立美術館
ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社
３階市民ギャラリー
ＤＩＣ株式会社
◆問合せ：佐倉市ボランティアセンター
◆問合せ：佐倉市ボランティアセンター
℡（４８４）６１９８
℡（４８４）６１９８

７
０

第２１回

