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〒283-0005  東金市田間421番地
　　　　 （ふれあいセンター２階）

社会福祉法人
東金市社会福祉協議会

E-mail  togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp
URL  http://www.togane-shakyo.jp/No. 130社協（社会福祉協議会）は、民間組織としての「自主性」と、広く住民の皆様や

社会福祉関係者に支えられた「公共性」という２つの側面をもって活動しています。
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　市内で活躍しているボランティアがふれあいセンターに集合。今年も楽しい
夏まつりを開催します。
　ミニコンサートやコーラス、津軽三味線演奏、子供たちにはバッチ作りや
ゲーム、大人にはブルーベリーの販売や足つぼマッサージコーナー、お腹が空
いたらおにぎりやカレー、焼きそば、パンなどもあります。美味しいビン牛乳や
本格的なコーヒ－、そして今年はじめての手工芸品や花苗の販売。
　一日中楽しめる内容がいっぱいです。「とっちー」や「チーバ
くん」もやってきます。ぜひ家族で参加して下さい。お待ちして
います。

　社会福祉協議会の活動は、住民が主体となり「自分たちの住む地域の福祉課
題は、まず自分たち自身で取り組もう」という住民意識が出発点です。
活動にあたり、市民のみなさまからの社協会費や寄附金、赤い羽根共同募金の
配分金、行政からの補助を財源としております。活動の目的をご理解いただき、
会費の納入にご協力をお願いいたします。
☆一般会員（一般世帯）　1口 500円
　各区、各地区社協を通じてお願いしています。
☆賛助会員　1口 1,000円
　本会の事業に賛同する方にお願いしています。

・地域では、役員の負担を減らすために、各種団体負担金等と合わせて一括集金している場
合があります。
・会費を納入していることを知らずに、社協活動を支えている可能性があります。
・区(自治)会に加入していない世帯は、社協会員ではない可能性があります。
・会員加入は任意ですが、地域から孤立する不安を少なくするためにも、社協並びに区(自
治)会への参加をお勧めします！
・社協会費(活動)に関する疑問がございましたら、気軽にお問い合わせください。

◉模擬店
　フランクフルト/おでん/カバパン/ポップコーン/カレー/おにぎり/かき氷/やき
そば/ジュース/流しそうめん/シフォンケーキ/ふれあいショップ/ミニバザー/
農大のブルーベリーと野菜/煎れたてコーヒー/メグミルク牛乳/作業作品・花苗
◉遊びの広場
　紙飛行機/けん玉/お手玉/こま/わなげ/缶釣り/缶バッヂ（好きな写真を缶バッ
ヂにできるよ！）/ヨーヨーすくい
◉お楽しみ
　おにぎり作り体験/骨密度測定/足もみ/アルミ缶リサイクル（アルミ缶をつぶし
て洗って5つ以上持ってこよう）/おもちゃの図書館/子どもアニメ劇場
◉ふれあいオンステージ
　はっぴぃ☆ぼいす/ヨーデル渡辺/戸田君江/岩崎BAND/サウンドゴールド/田間
地区ボランティア/スターダストキッズ/将門寿太鼓/ハピネスダンススクール/
ネガート・ソーレ合唱団/まさあき会

「案内をしてくれる方、場
内にいる方、レジの方、皆
さんボランティアで協力
されている方なので、親
切で気持ち良く買い物が
できました。」
「たくさん買ったので荷
物が大変なことに･･･。会
計の方がダンボールに荷
物を積め、自転車の荷台
にしばってくださりました。お世話になりました。」

　恒例の東金市福祉バザーが6月8日（日）開催。あいにくの雨模様でしたが
、会場のふれあいセンターはたくさんの人で賑わいました。各地区から毎年
提供されている人気の農産物。新鮮で美味しい物を出品するため、バザーの
日程に合わせてタネを蒔き、栽培しています。育った大根やジャガイモなど１
つ１つ丁寧に収穫し水洗いして出荷。価格も街に出向き、相場を調べて決め
ているそうです。「福祉の心」を持ち、見えないところで活躍してくれるたく
さんの方々により、バザーは成り立っています。購入して下さった皆さんを
含め、全ての協力者にお礼申し上げます。

ふれあいセンターへ行こう！
　　　  「第10回ボランティアセンター夏まつり」

平成 2 6 年

一般会費

会費のつかいみち

法人事務費　38.6%
事務機器・車両管理など

広報事業　2.3%
福祉だより・ホームページなど

相談事業 0.6%
相談員研修など

在宅サービス事業　4.9%
福祉車両貸出・交流会・安否確認など

地区社協事業　49.0%
ふれあい交流・研修・広報など

ボランティア事業 4.6%
ボランティア養成、交流など

8月２日（土）１０：００～１４：００

皆様の会費が社協活動を支えています!!
第30回
福祉バザー

出品点数 18,218点
当日売り上げ 2,318,803円

平成 25 年度のお礼

会費 (会員 )の現実

一般会員

賛助会員

11,712世帯

35団体

5,856,100 円

319,000 円

とっちー
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★とうがね社協ひろばへのコメント★　
○生活習慣病予防食は参考にさせていただいています。私にもできることがないかと思い、プルタブをためています。（堀上　Ｔさん）    

お 知 ら せ

鴇嶺小学校認知症サポーター養成講座

　鴇嶺小学校３年生を
対象に認知症サポータ
ー養成講座を開催しま
した。
　毎年３年生が福祉に
関する学習を行ってい
ますが、今年は初めて
認知症をテーマにしま
した。
　認知症は脳の病気に
よって起こる症状であ
ることや、認知症の方にどのように接することが大切かなど、スライドを使って
一緒に学びました。少し難しい内容ですが、話に一生懸命耳を傾け、重要なこと
はしっかり理解してくれたようでした。最後のクイズでは、積極的に答えたり質
問する子供たちの姿が印象的でした。
　講座後のアンケートから、「自分に何ができるのか」をそれぞれが自分たちな

りに考えてくれたことが伺えました。「大
切なのは、普段から思いやりをもって、相
手の気持ちを考えながら接すること。そ
れは、お友達にも、お年寄りにも同じだ
ね！」。講座終了後に配られるオレンジリン
グは、認知症の方やご家族をあたたかく
見守るサポーターの証です。オレンジリン
グが子供たちの自信に、やさしい街づくり
につながればと思います。

「すまいる」ご存知ですか？

　後見支援センター（愛称：すまいる）の実施する日常生活自立支援事業は、日
常生活を送る上で十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が地域
で安心して生活できるように支援する福祉サービスです。平成27年度より東
金市社会福祉協議会での実施となります。このことで、より地域に密着し、利用
者に寄り添った支援が期待できます。
◎どんな人が使えるの？
　自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金の管理に困って
いる方などが利用できます。
◎どんなことをしてくれるの？
　①福祉サー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〕
　②毎日の暮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〕
　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〕
◎サービス利用までの流れ
　①相談　→　②訪問　→　（契約締結審査会）　→　③支援計画作成・契約
　→　④支援の開始

　支援計画に基づき、定期的に利用者宅を訪問し直接支援を行う「生活支援員」
を募集しています。
　支援は専門員の指導に基づき行い、東金市では１３名の支援員が登録し、活動
しています。地域福祉活動やボランティアに興味のある方など、余暇を利用して
始めてみませんか？お気軽にご相談ください。

「ゆりの木苑夏まつり」
８月２日（土）
１７：３０～１９：３０
ゆりの木苑
アトラクション（よさこい、
盆踊りなど）、模擬店、打
上げ花火
ゆりの木苑
（☎５０－８１１１）

◉日　時

◉会　場
◉内　容

◉問合せ

１２月７日（日）１０：００～１４：００
ふれあいセンター
①市内の障がい者、障がい者支援ボランティア団体、障がい者（児）福祉施設・
　学校等
②その他チャレンジド☆フェスタの趣旨に賛同する企業・個人・団体
体験、紹介、展示、演芸、模擬店販売など、活動をPRしたり交流が図れるよう
な内容で、営利を目的としないもの
８月２５日（月）までに、東金市社会福祉協議会にある申込書に必要事項を記入
の上提出

◉開催日時
◉会　　場
◉参加条件

◉内　　容

◉申　　込

８月２日（土）
１７：００～１９：３０
ワーナーホーム
アトラクション（盆踊り、太
鼓演奏など）、花火、模擬店
ワーナーホーム
（☎７７－２１００）

◉日　時

◉会　場
◉内　容

◉問合せ

９月１９日（金）
１０：００～１５：００
大網白里アリーナ　サブ
アリーナ
パン食い競争、わなげ、玉入
れなどの種目があります。
身体障害者手帳をお持ち
の東金市民
５００円
８月１９日（火）
東金市社会福祉協議会
（☎５２－５１９８）

◉日　時

◉会　場

◉内　容

◉対　象

◉参加費
◉締　切
◉問合せ

「ワーナーホーム納涼祭」

８月９日（土）
１３：３０～１５：３０
中央公民館　講堂
「魔女の宅急便」
児童館（☎５０－１２３５）

◉日　時

◉会　場
◉内　容
◉問合せ

「児童館映画会」

８月９日（土）　１7：３０～
両総
フラダンス、お囃子、金魚
すくい、射的、抽選会など
両総（☎５５－２７００）

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉問合せ

「両総サマー
　　 フェスティバル」

月曜～金曜（土日祝日、
年末年始は休館）
９：３０～１６：３０
予約制。電話にて予約。
利用無料。
ちば南東部地域若者サ
ポートステーション（茂
原市役所９階）
（☎０４７５－２３－５５１５）

働きたいけど･･･どうしたらよいか
わからない、自信が持てず踏み出せ
ない、コミュニケーションが苦手
など、働くことに悩みを抱えている
若者（15歳～39歳）とその保護者の
方の支援を行っています。

◉開館時間

◉利用方法

◉問 合 せ

８月２９日（金）１８：３０～２０：００
ふれあいセンター中庭（雨天、荒天時はロビー
にて実施）
「忍たま乱太郎」「タマ＆フレンズ三丁目物語」
「おこりじぞう」
映画上映ボランティア　麦わら帽子
興味関心のある方（中学生以下の参加には保
護者の同伴が必要）
無料
先着100名にポップコーンプレゼント

◉日　時
◉会　場

◉内　容

◉協　力
◉対　象

◉参加費
◉その他

「山武地区身体障害者福祉会
スポーツレクリエーション大
会」へ参加しませんか？

「一歩踏み出す力を
　　　  応援します！」

とうがね社協ひろば「星空映画会」
夏休み最後の思い出に、星空の下で映画を観ませんか？？

レポート
1

レポート
2

「第６回東金チャレンジド☆フェスタ　参加団体募集」
今年も障害者週間に合わせて、障害のある方や支援を行う団体等の活動をPRし、地域住民の
方とふれあうイベントを開催します。趣旨をご理解いただき、会場を盛り上げてくれる皆さん
のご参加を募集します。 

生活支援員募集!!
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○「夏休みボランティア体験」はとても良い企画だと思います。小さいころからの体験がボランティアが精神を養うことにつながると思います。（小沼田　Mさん） 
        

広告募集
　「福祉だより」は、年間５回発行しています。
　ただ今、広告主を募集しています。広告の
サイズは１枠縦５０ミリ、横７０ミリを基本と
し、１枠５，０００円（１回）です。
　あなたの会社やお店の広告が、福祉に役
立っています。
☆申込みは…東金市社会福祉協議会まで

豊成
地区

福岡
地区

がんばってます地区社協

アイポップ株式
会社

長生郡睦沢町上市場1831
TEL.0475-40-3700

各種印刷承ります

ふれあいグランドゴルフ交流会 ユニークなラジオ体操

こんにちわ福祉作業所です。

会長  中村　清

　平成２４年３月２０日、福岡地区公民館が火災に遭遇、２４･25

年度と公民館を拠点とした、福祉ボランティア活動が出来ま

せんでした。26年２月16日待望の公民館が完成し、めでたく

落成祝賀記念式典を迎えることができました。早速、福岡地区

社協の重点実施項目のひとつ、保健福祉「長寿と健康」活動の

推進をと、5月25日（日）「福祉ふれあいグランドゴルフ交流

会」を小学校運動場で実施いたしました。集合10時30分新公

民館集会室で開会式、指導者からルールの説明と班分けなど

行い、昼食会はボランティアお心づくしのお弁当、湯茶の接待に感謝。予定の

午後１時スタート、参加者３０名がおもいおもいのポーズで競技、午後３時閉会

式、表彰式も１、２、３位、ホールインワン賞など発表の都度、拍手が沸き上がり

ました。平均年齢７８才、まだまだ元気と「長寿と健康」を実感いたしました。

　福祉作業所は就労支援B型の施設で、現

在障がいのある23名の皆さんが、ふれあ

いセンター内の作業室で仕事をしています。

　業者からの受注作業をはじめ、市民の方

から簡単な軽作業をいただいていたり、ヘ

アアクセサリーやオムツケーキ、クラフト

籠、陶芸の自主製品も積極的に取り組んで

います。最近では、「とっちー」の缶バッヂ

を作成し、市内イベントで販売してたくさ

んの方に好評を得ています。また、地域に

開かれた施設を目指し、市内ボランティア

の方の協力のもと、定期的に行事や教室を

開催したり、田間中央公園の清掃活動を行

っています。

　私たちの製品や活動が喜ばれたり、商品

となり社会の役に立っていることに喜びと

やりがいを感じ、毎日頑張っています。

　私たちの製品はふれあいセンター内と     

市役所内の売店、作業所でも販売していま

すので、是非見に来て下さい。

会長  御園　恒雄

　日本が高齢の社会になったことで、国全体だけではなく、

「地域」・「個人」で困っていることは何だろう…っと考えた

時に、すぐに脳裏に思いついたことがやはり家族にとって

も個人にとっても「健康」という言葉です。

　年を取ることが決して怖いわけではない。誰にでも、平

等に最後はある。健康で生きていけるならば幾つまでも…

と思うものです。そこで「ラジオ体操」を充実させてはどうかと思いました。匝瑳

市の社協で、地元の方言で体操をやるCDを作ったとのこと「腕ばめ～（前）がら

上さあげで～いが～く（大きく）背伸びの運動～」「まんめ～（正面）で胸ばそら～

す」っという具合らしい。

　今年の５月に、この「おっらーほーのラジオ体操」が完成したとのことで、自分

たちの方言だからユニークな感じでとても楽しく体操出来るらしく予想以上の

評判とのこと。「楽しい」と言うのは大事ですね。

　私達豊成社協も益 「々孤立させない！」「しない！」取組を充実させて市、地域、

個人一体になった活動をやっていきたいと思います。

ご寄付ありがとうございました

匿名希望
㈱NEXUS D'ステーション東金店
東金料理店組合　本間正躬

…………………………………………………………… 9,868円
……………………………… 500,000円

……………………………………… 8,917円

匿名希望

廣瀬芳子　ほか1名

……………………………………… テレホンカード、ユーカード

匿名希望（ふれあいクラシックコンサートに）
プルタブ換金（62.4kg ボランティア基金へ）
プルタブ換金（60kg ボランティア基金へ）

………………… 100,000円
…………………… 4,743円

……………………… 4,536円

一般寄附

指定寄付

物品寄付

プルタブ 

使用済みテレホンカード

    （順不同、敬称略　平成２６年４月１日～６月３０日）

中村祐貴・颯太、鈴木銀珠、吉岡勝海、片倉ハル、宮本晴信、古川元成、桜田
昭良、長内ノブヨ、伊藤あつし・つよし、吉田文子、小平勝代、石栗あかね、豊
﨑愛美・叶夢、深堀登女、石井恵子、佐藤初枝、石川順子、黒木百合江、直海
麻紀子、神谷麻子、四宮弘子、布留川高、土屋麻季、ヤリタ、上野弘美、田中民
安、廣瀬芳子、毛取妙子、田村恵子、長沼昇　ほか8名
東金市シルバー人材センター、二金会、求名駅前区会、するめの会、季美の森
東有志、東金市手をつなぐ親の会、東金観光サービス、東金なごみ館、ナルク
東金、大和四つ葉会、ふれあいショップ、カバの家、特別養護老人ホーム芙蓉
荘、東金市（第４保育所、源小学校、正気小学校福祉委員会）

伊藤あつし・つよし、毛利美海、水野桂子、豊﨑愛美・叶夢、芦沢守三、深堀登女、
村井春代、古川正枝、石川順子、黒木百合江、直海麻紀子、神谷麻子、布留川高、
真行寺靖子、廣瀬芳子、平山光子、谷平芙沙子、田村恵子、上木名慧子 ほか２名
東金観光サービス、するめの会、ガールスカウト千葉県第79団、東金法人会
女性部会、東金料理店組合、東金市（第４保育所、社会福祉課、会計課、市民課、
健康増進課）

古切手

※プルタブ、古切手、使用済みテレホンカードはボランティアセンターで収集しています。誰もが
　気軽に出来るちょっとしたボランティア（ちょボラ）に、あなたも参加してみてはいかがですか？

缶バッヂ

オムツケーキ

介護職員



■材料（４人分）
……… 中１個（150ｇ）
………２本（200ｇ）
…………１片(15ｇ）

　　　　…２パック

トマト
きゅうり
しょうが
もずく
（70ｇ入りタレ付）

平成 26 年（2014 年）8月1日第130号（4）

この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

東金市田間421番地　Tel:52-5198　Fax:52-8227　E-mail:togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

開館時間
開 館 日

9：00～17：00
月～金曜日

ボランティア相談 13：00～17：00

………
………

…
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

生活習慣病予防食　No.50

カンタン！トマトときゅうりの酢の物

■作り方

社 協 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

　次の①～⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募
ください。抽選で１０名の方にクオカード（５００円分）をプレゼントい
たします。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせてい
ただきます。ちなみに、前回の応募数は24通でした。　
　①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④電話番号
　⑤社会福祉協議会、あるいは福祉だよりへのコメント

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： ８月３１日（日）消印有効

第１問　社協の一般会費はいくら？　　

第２問　日常生活自立支援事業で専門員の指導により利用
者宅を訪問するのは誰？　　

第3問　福祉作業所の自主制作品を一つおしえて！　

　私にとって初めての編集会議、それぞれの委員が自由に発言し、それらの
意見を正、副委員長の明確なまとめで和気あいあい、とても楽しい雰囲気で
した。そして、事務局も含め、ひとりひとり記事を分担、躊躇することなく引き
受けられたことに感心致しました。
　より良い広報づくりの為に、みなさまのご意見をお待ちしています。

（広報委員　上木名慧子）

クイズに答えてクオカードをもらおう！！

ガイドヘルプボランティア養成講座 東金市市民提案型協働事業
「親業・エニアグラム、フォローの会」

　5月20日、27日と2週にわたり視覚障がい者誘導支援（ガイドヘルプ）ボ
ランティア養成講座を開催しました。
　20日8名、27日6名と人数的にはちょっとさびしい感じでしたが、まさに
少数精鋭。あふれんばかりのやる気で、真剣に視覚障害者総合支援センタ
ーちばの歩行訓練士、中川淳氏の話に聞き入っていました。視覚障がいとい
っても、見え方が人によって異なります。ロービジョンの方の視界を特殊眼
鏡による体験し、視覚障がいの不便さを感じたりする事で、「少しでも役立
ちたい」という意欲をかきたてられたようでした。
　２人１組になってのガイドヘルプの実習では、ふれあいセンターからコン
ビニまで行き、飲み物を買ってきて、お茶休憩介助をしました。
　講義後、網膜色素変成症患者の会であるカトレアの会の皆さんが懇談に
参加してくださり、「双方の信頼関係を作れば多少の不慣れは補えますよ」
との言葉に皆さんほっとされていました。カトレアの会から早速ボランティ
アの依頼があり、今回養成したボランティアさん２名にご協力をお願いしま
した。今後の活躍が期待されます。

　市では平成25年10月に「東金市協働のまちづくり指針」を策定し、こ
の指針に基づき、平成26年度より《NPO 推進型》協働事業を開始してい
ます。初年度となる今回は、９つの団体が採択されました。そのうちの
１つに、「親業・エニアグラム、フォローの会（以下、フォローの会）」が
あります。
　親業とは、アメリカの臨床心理学者トマス・ゴードンが開発したコミュ
ニケーションプログラムで、エニアグラムとは「９の図」を意味し、性格
を９つに分類した心理学です。
　フォローの会は、市で開催している「親業講座」を受講した親御さんを
対象とし、親業講座修了後のフォローを行っています。市の親業講座は一
度きり。しかし、一度の受講によって、親御さんが抱く子育ての悩みが解
決するはずがありません。そこで市と連携し、親御さんの悩みを軽くする
ための実践的な場を設けたい、とご提案いただきました。
　親業修了者のフォローを年５回程度、エニアグラム受講者のフォローを
年５回程度、また子育てに関する講演会を開催するなど、活動に取り組ん
でいます。
　最後に、親業に関する今後の予定について下記に記載いたします。興味
のある方は、ぜひ足を運んでみてください。
東金市主催
・親業講演会　　９月１６日（火）9:30～11:30　中央公民館
・親業入門講座　１２月１６日（火）時間等未定、１８日（木）時間等未定
・問合せ先　東金市生涯学習課（☎５０－１１８７）
フォローの会活動
・親業フォロー　　９月１０日（水）　・講演会　１１月　５日（水）
・問合せ先　代表　繁田幸恵（☎５４－１５５８）
　※フォローの会の活動予定は、市ホームページにて随時更新しています。
　　そちらもあわせてご確認下さい。

①トマトは一口大に、きゅうりは薄く輪切りにする。
　しょうがは皮をむいて、千切りにする。
②もずくをタレごとボウルに入れ、トマト、きゅうりを加え、さっと混ぜる。
③②を器に盛り、しょうがをのせる。

市販の味付けもずくを使うので、あっというまに出来上がります。

しょうがの皮をむくときは、スプーンの端を当
て、皮をこそげ取るようにします。
しょうがは皮が薄いので、すりおろす場合など
は皮をむかずに使っても大丈夫です。 

１人分の
栄養価

エネルギー 25kcal　 脂質 0.1g
たんぱく質 0.9g 　　 塩分 0.8g

写真／左：公平支部長  小林良子さん  右：東金支部長  越川蓉子さん

※

※ロービジョンとは…視機能が弱くメガネ等によって矯正もできない状態

レポート
３


