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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。

ふれあいとささえあいのある住みよいまちづくりふれあいとささえあいのある住みよいまちづくりふれあいとささえあいのある住みよいまちづくりふれあいとささえあいのある住みよいまちづくり

（単位：千円）
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　社会福祉協議会（社協）は、地域の皆様、民生児童委員、社会福祉施設、ボランティア及び市民活動団体や福祉サービスを提供する事業者など、あら

ゆる団体・組織の相互理解と協働によって地域福祉を推進する民間の社会福祉団体です。

　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使命とする社協は、身近な暮らしの中に起こりうる多様な生活課題に向き合い、受け止め、

相談・支援や解決につなげるため、地域に住むすべての人、団体が協働していくまちづくりに取り組みます。

　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付金、赤い羽根共同募金の助成金、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。

皆様の会費が地域の活動を支えています

地域の助けあい
強化

いつでも相談
できる体制

気軽に交流
できる場づくり

福祉の人材を
育てる

暮らしを支える
サービス

情報を活用
しやすい環境

●12地区社協設置
●福祉座談会
●福祉バザー

●福祉だより 
●ホームページ 
●福祉スタンド 

●ボランティア養成講座 
●福祉教育
●認知症サポーター養成
●ポスターコンクール●チャリティゴルフコンペ

●赤い羽根共同募金
●歳末たすけあい募金

●後見支援センター
●ささえあいサービス
●福祉テレホンサービス
●ふれあい移動サービス
●福祉カー貸出サービス
●福祉用具貸出サービス

●ボランティアまつり 
●障がい者ふれあい交流
●子育てサロン

●心配ごと相談 
●法律相談 
●福祉資金の貸付

●とうがね社協ひろば
●金婚のお祝い
●ふれあい物品貸出サービス

平成30年度会費の納入ありがとうございました
一般会員
賛助会員

11591世帯
42団体

5,795,600円
314,000円

　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、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）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）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。

会費（会員）の現実

ボランティアも中学生も協力して準備
（城西地区ふれあい広場）

ママ・パパ同士の交流の場
（子育てサロン「ぽっぽ」）

ち き ふ く し
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☆とうがね社協へおたより☆　私も子育ての頃はいろいろ悩んだ思いがあります。人に話ができるそれはものすごい一歩だと思います。（堀上：Ｔさん）
      

このような物品を募集しています
　○日用品(タオル、せっけん、洗剤など)
　○寝具、衣料品
　○台所用品(お鍋、フライパン、食器など)
　○食料品(調味料、油、野菜、米、缶詰など)
　○その他雑貨類　など
収集について(お住まいの地域により異なります)
　○お住まいの地区により日程や収集方法が異なります。
　　詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。

不登校・ひきこもりについて悩んでいる事を話し合ってみませんか。

「千葉県共同募金会東金市支会からのお知らせ」

第35回
福祉バザー
地区社協活動・

ボランティア活動のために
目標金額２５０万円

　福祉バザーは「地区社協活動とボランティア活動推進のための財源づく
り」と、この一大行事を様々な方の協力のもと開催することでの「顔の見える
関係づくり」を目指し開催します。福祉バザーは、地域の皆さんのちからで開
催されている手づくりのイベントです。
　これから各地域ではご提供品の収集や値付けが行われます。タオル一枚、
せっけん一個の提供が地域福祉の第一歩に繋がります。「ふれあいとささえ
あいのある住みよいまちづくり」に向け、ぜひ福祉バザーにご参加ください。

正規職員
☆業務内容
　地域福祉業務全般（小地域福祉活動支援、ボランティア
活動支援、相談援助など）
☆募集人員　１名（採用予定日　８月1日）
☆応募資格
　社会福祉士もしくは精神保健福祉士資格、普通自動車免許
☆応募方法
履歴書（写真貼付）を東金市社会福祉協議会事務局まで持参
のこと（郵送不可）
☆受付期間
　5月20日（月）までの午前９時から午後５時まで
　（土・日曜、祝日は除く）
☆試験日程　
　1次選考（一般教養）
　・日時　６月２日（日）午前９時３０分から
　・場所　ふれあいセンター　視聴覚室
　２次選考（面接）　
　・日時　６月９日（日）※詳細は1次選考通過者に通知

嘱託職員
☆業務内容　
　生活福祉資金貸付、福祉サービス利用援助の相談業務
☆募集人員　１名（採用予定日　８月1日）※年度更新
☆応募資格
　普通自動車免許を有し、福祉業務に熱意のある方
　※希望…社会福祉主事資格、金融機関業務経験
☆応募方法
履歴書（写真貼付）を東金市社会福祉協議会事務局まで
持参のこと（郵送不可）
☆受付期間
　５月２０日（月）までの午前９時から午後５時まで
　（土・日曜、祝日は除く）
☆試験日程
　・日時　６月９日（日）※詳細は別途通知
　・場所　ふれあいセンター　視聴覚室
　・内容　面接

○この福祉バザーの品物は、すべて市民の皆様のご寄付です。価格を安く
提供することが目的ではありません。
○福祉バザーの売上は、地区社協活動等のために使用をさせていただいて
おります。
○同一商品の価格は均一にするよう配慮しておりますが、差が生じる可能
性もございます。
○バザー会場内では専用の買い物袋をご用意いたします。買い物の際は、
専用の買い物袋をご使用ください。
○会計後は、そのまま出口からご退場ください。会計済の買物袋を持ったま
ま会場内を出歩くことはできません。スタッフからご退場をお願いするこ
とがあります。
○マナーを守り、他のお客様の迷惑とならないようご協力ください。
※ご理解・ご協力をお願いします。

物品提供のお願い

タオル１枚、せっけん１個から
　　　　　ボランティアがはじまります！！

６月1６日（日）
9:00～14:00
（12：00～13：00休憩）

ふれあいセンター
（田間三丁目９番地１）　

福祉バザーに関するお願い

お知らせ

一緒に地域福祉活動を支えよう ～社会福祉協議会職員の募集～

　お祝いの品（お食事券）を利用できる市内の飲食店を募集
しています。ご夫婦の素敵な記念日をお祝いしていただけま
せんか？
　ご協力いただける場合には、７月２6日（金）までに、東金
市社会福祉協議会（☎５２－５１９８）へご連絡ください。
詳細をご説明いたします。

○平成30年度協力店
　蕎麦口福東京庵、中国料理蓬莱閣、寿司割烹三はし、
　とんかつ・和食みつはし、リストランテポンテ・テルツォ、
　八鶴亭、中華海鮮市場アジアン、和食かしま
　エストーレホテルアンドテニスクラブレストランベルコリン
　レストラン＆カフェとっチーノ　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　ご協力ありがとうございました！　　

金婚祝事業協力店募集

とき
　

ところ

古着はご遠慮いただいています。

日 　 時
会 　 場
参 加 費
申 込 み
締 　 切

５月２６日（日）１０：００～１２：００
ふれあいセンター　視聴覚室
無料
東金市社会福祉協議会（☎５２－５１９８）
５月２４日（金）

前回参加者の声
・親が一人で抱え込まないで、思いを吐き出せる場（環境）が大切だと思った。
・この話し合いの場がストレス発散や情報を得られる場にもなっている。

平成３１年３月に発行いたしました『共同募金通信第２８号』の募金実績額
に変更がありましたので、改めてご報告いたします。
○１面「皆様のあたたかいご協力ありがとうございました」
・赤い羽根募金　　　　６,５４１,２８４円　⇒　６,７２１,２８４円
・歳末たすけあい募金　１,６４８,９９５円　⇒　１,７１７,５９５円
○４面「赤い羽根募金実績額内訳」・「歳末たすけあい募金実績及び助成」
・戸別募金（赤い羽根）　　　　４,２５３,９００円　⇒　４,４３３,９００円
・戸別募金（歳末たすけあい）　１,６０９,００２円　⇒　１,６７７,６０２円
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☆とうがね社協へおたより☆　チャレンジドフェスタに参加し、障がい者スポーツを体験しました、始めて知り、興味がわきました。今年はボランティアに参加できたらいいな
と思います。（田間Ｋさん） 

地区社協名 人口 世帯 15歳未満 割合 15～64歳 割合 65歳以上 割合(年少人口） (生産人口) (老年人口)

東金第１
(上宿･谷･日吉台･八坂台) 7,678 

男 3,772 
3,643 862 11.2% 4,713 61.4% 2,103 27.4%女 3,906 

東金第２
(岩崎･新宿) 1,971 

男 1,000 
1,100 172 8.8% 1,201 60.9% 598 30.3%女 971 

田間 8,604 男 4,241 3,963 1,244 14.5% 5,594 65.0% 1,766 20.5%女 4,363 

嶺南 5,981 男 3,008 2,729 764 12.8% 3,642 60.9% 1,575 26.3%女 2,973 

城西 3,640 男 1,797 1,602 420 11.5% 2,166 59.5% 1,054 29.0%女 1,843 

公平 5,074 男 2,511 2,436 441 8.7% 2,921 57.6% 1,712 33.7%女 2,563 

丘山 3,018 男 1,541 1,379 257 8.5% 1,743 57.8% 1,018 33.7%女 1,477 

大和 4,109 男 2,073 1,734 412 10.0% 2,581 62.8% 1,116 27.2%女 2,036 

正気 7,267 男 3,540 3,200 772 10.6% 4,180 57.5% 2,315 31.9%女 3,727 

豊成 5,825 男 2,974 2,477 589 10.1% 3,367 57.8% 1,869 32.1%女 2,851 

福岡 3,568 男 1,815 1,514 314 8.8% 2,129 59.7% 1,125 31.5%女 1,753 

源 1,819 男 925 866 109 6.0% 1,055 58.0% 655 36.0%女 894 

東金市 58,554 男 29,197 26,643 6,356 10.8% 35,292 60.3% 16,906 28.9%女 29,357 

昨年度 59,119 男 29,471 26,491 6,606 11.2% 35,925 60.8% 16,588 28.0%女 29,648 

生活支援員募集
　とうがね後見支援センターでは、高齢者や
障がい者を支援する生活支援員を募集してい
ます。
　生活支援員は、社会福祉協議会の非常勤職
員として、専門員（市社協職員）からの指示を
受け、定期的に利用者宅を訪問し支援をします。
生活支援員の条件
○ボランティア活動や福祉に関心をお持ちの
方（現任の民生委員児童委員、訪問介護員
は除く）
○平日月１回～週１回、１時間～１時間３０分
　程度の活動が可能な方(原則)
○千葉県後見支援センターの実施する研修
　に参加できる人

案内板
社協

社会福祉協議会

平成31年４月１日現在地区社会福祉協議会人口状況表

　市内に居住し、在宅で生活している方で福
祉用具が必要な方へお貸しします。
☆福祉用具
　車いす・松葉杖
☆貸出期間
　原則３ヵ月（更新可能）
☆利用料　無料
　※ただし、破損時は修理代をいただきます。

　市内に居住し、外出のとき福祉車両が必要な
方へお貸しします。
☆ワゴン車　車いすのままスロープで乗り降り
できます。車いす２台又はストレッチャー（移
動用簡易ベッド）が乗ります。

☆コンパクト車　車いすのままスロープで乗り
降りできます。助手席が回転するため乗り降
りの負担を軽くします。

☆軽自動車　助手席が電動で回転・昇降するた
め乗り降りが簡単にできます。

☆利用料　無料　
　※ただし、利用した燃料を補給していただきます。

　弁護士による無料法律相談を行います。
☆日程
　4/17　5/22　5/29　6/19　7/17  7/24
   8/21   9/18   10/16　11/20  11/27            
　12/18　1/15   2/19   2/26   3/18
☆時間　午前10時～午後4時（1名30分）
☆会場　ふれあいセンター視聴覚室
☆定員　各回10名（予約が必要）
☆申し込み
　実施日1週間前の午前8時30分から電話で
　受付を開始します。
　☎52－51 9 8

福祉カー貸出サービス

福祉用具貸出サービス

GS

旧126号
学校

介護ショップ介護ショップ

田間中央公園田間中央公園

片
貝
県
道

片
貝
県
道

市役所市役所 126

東金駅

ふれあいセンター

　市民の参加と協力を得て、高齢者や障がい
などのために、単独で公共交通機関を使って
移動できない方（移動困難者）の外出を、福祉
車両を使用してサポートします。
☆利用会員
　市内に住所がある方で、
　①介護保険法にいう「要介護者」
　　「要支援者」
　②身体障害者福祉法にいう「身体障害者」
　③その他肢体不自由、内部障害、精神障害、

知的障害等により単独での移動が困難
な者で、単独では公共交通機関を利用す
ることが困難な者

☆利用条件
　出発地または到着地が市内で、
　①医療機関を利用するとき
　　（要介護者は除く）
　②公的機関を利用するとき
　③社会福祉施設への入退所又はイベント参加
　④社会参加や買い物等をするとき
　※利用日の7日前までに申込が必要です。
☆費用
　年会費と利用料が必要です。
　①年 会 費   利用会員        2,400円
　　　　　　    協力会員        1,200円
　②利 用 料  １時間あたり      500円
　③運行経費   １キロあたり        50円

　子育て中のパパママ同士の交流の場です。
自由にくつろいだり、悩みを相談し合ったり、お
友達づくりをしたり。おもちゃを用意していま
すので、お子さんも楽しく遊べます。
☆日時　毎月第３木曜日　１０：００～１１：３０
☆場所　ふれあいセンター和室
　※申込み不要です。直接お越しください。 

ふれあい移動サービス とうがね後見支援センター

子育てサロン「ぽっぽ」
法律（弁護士）相談

　とうがね後見支援センター（愛称：すまいる）
では、高齢者や障がい者が地域で自立した日常
生活を送れるよう、福祉サービスの利用や日常
的な金銭管理などの援助をしています。
☆サービス内容
　（福祉サービス利用援助）
　・福祉サービスに関する情報提供や助言、利
用手続きの援助、苦情解決手続きの援助等

　（財産〈金銭〉管理サービス）
　・日常的な生活費に必要な預貯金の預け入れ
や払い戻し

　・公共料金、税金、医療費等の支払等
　（財産保全サービス）
　・大切な財産を金融機関の貸金庫に保管します。
☆年会費、利用料がかかります。
☆利用方法　
　相談→訪問→審査会（県社協）→契約→支援
　

社協は２階
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ボランティアセンターからのお知らせ

東金市食生活改善協議会
大和地区
岡本公恵さん

公平地区
戸田君江さん

今年もボランティア・市民活動センターではボランティアまつりを企画し
ています。
地域住民にボランティア活動について普及啓発し、理解していただき、

ボランティア活動への意識向上やボランティア同士の連携相互の交流を目
的とし開催します。
「お店を出して盛り上げる」「ボランティア活動をPRする」「日ごろの演
芸の練習の成果をステージで披露する」「ボランティアとしてお手伝いして
みる」など、様々な形の参加者を募っています！

１．日程　８月３日（土）１０：００～１４：００（９：３０開会式）
2．参加条件
　「第１5回ボランティアまつり」を理解し参加・協力いただける団体で、
以下のいずれかに該当する団体・個人。
　①東金市内で活動するボランティア団体・個人
　②東金市内でにある福祉施設
　③「第１5回ボランティアまつり」の趣旨に賛同する企業･団体等
3．内　容
　体験、紹介、展示、演芸、販売など、ボランティア活動をＰＲしたり交
流がはかれるような内容で、事前に企画を提出し、当日参加できるもの（営
利目的ではないものに限ります）。
4．参加費　無料
詳しくはボランティアセンターまでお問合わせください！

ご寄付ありがとうございました 平成30年12月1日から
平成31年3月31日まで（敬称略）

銚子商工信用組合 信友会
匿名希望
立正佼正会
匿名希望
日蓮宗千葉県東部宗務所 宗務所長 冨永観瑞
匿名希望
千葉学芸高等学校
東金市ボランティア連絡協議会(バザー売上)
東金市ボランティア連絡協議会(チャリティ演芸会)
社協募金箱

３０,０００円
２０,０００円
５０,０００円
５,０００円
５０,０００円

１５円
３３,５７８円
１１,４５０円

１５８,３５２円
１５,４７９円

一般寄付

佐久間好子
※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ませんか？？

使用済みテレホンカード

物品寄付

プルタブ

使用済み切手

吉田文子、高橋源樹、小平勝代、鈴木勝子、吉岡勝海、田原敏夫、木下裕子、輪違美紀、桜庭由喜子、金子信
子、佐久間美智子、大塚穰三、中村妙子、木下文子、毛取妙子、石橋伊津子、都築怜雅、大野龍哉、小嶋逞
斗、本江宣久、伊藤のり子、小川　衛、小関惠子、石作智江、森田乃枝子、木山ユミ子、上木名慧子、佐藤初
枝、高橋蒼空、小野良雄、川島幸子、吉田文子、並木健祏、大縫紀久子、豊﨑愛美・叶夢、するめの会、ふれあ
いショップ、季美の森東一丁目有志、㈱東金観光サービス、二金会、NSGインテリア、東金市シルバー人材
センター、ときがね幼稚園、東金特別支援学校、税理士法人税務総合事務所、大和地区ボランティア、手を
つなぐ親の会、正気地区防犯安全パトロール隊

川嶋美知子、佐久間好子、木下裕子、真行寺靖子、都築怜雅、谷平芙沙子、石﨑　勇、悌﨑正夫、井合千鶴
子、相澤直希、深堀登女、上木名慧子、高橋蒼空、川上ひとみ
新宿郵便局、季美の森東一丁目有志、二金会、NSGインテリア、ふれあいショップ、ときがね幼稚園、ダスキン
ときがね支店、税理士法人税務総合事務所、東金市（健康増進課、環境保全課、社会福祉課）

……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………
………………………………………

………………………………………………………………………………………

クリスマス会ブーツ
クリスマス会ブーツ

お菓子多数
パズル、おもちゃなど

…………………………　　　　
………………………………………　　　　

………………………………………………　　　　
…………………………………………………　　　　

○第１5回ボランティアまつり参加者募集！

地域の中ですべての人々がともに生き、ともに育つ地域福祉の実現を目
指し、互いに思いやり助け合う「福祉のこころ」を育む福祉教育を推進し
ています。
「障がい」や「加齢に伴う体の変化」については教科書やビデオなどで
学ぶ事が出来るかもしれません。しかし、一番必要なことは当事者とふれあ
うことから「気づき」を促すことです。
本会では学校や地域が取り組む福祉教育のためのお手伝いをしています。
講師の調整・派遣や、内容の検討など、ご相談ください。

～提供できるプログラム～
・ボランティア活動とは？
・肢体不自由について（車いす体験等）
・高齢者について（高齢者擬似体験等）
・聴覚障がいについて（手話体験等）
・視覚障がいについて
　（点字体験、ガイドヘルプ体験等）
・認知症サポーター養成講座
・地域の高齢者との交流（昔遊び体験等）　　　など

○福祉教育に取り組んでいます

  4月　ボランティア交流会・センター説明会（4/20 実施済）
  6月　ボランティア養成講座「はじめてのボランティア」
  7月　夏休みボランティア体験
  8月　ボランティアまつり
10月　視覚障がい者支援ボランティア養成
11月　身体障がい者支援ボランティア養成
  2月　災害ボランティアセンター立上げ訓練
  3月　聴覚障がい者支援ボランティア養成　
※隔月でボラセンだよりの発行

○ボランティアセンター31年度事業計画

東金市田間３丁目9番地1　ふれあいセンター2階

開館時間……… 9：00～17：00

ボランティア相談…１３：00～17：00

開  館  日……… 月～金曜日
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

Tel:52-5198 Fax:52-8227

始めようボランティア

「ボランティア活動がしたい」「ボランティアを紹介してほしい」
「どんな活動があるのか知りたい」お気軽にどうぞ！

ボランティアセンター
E-mail：togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

生活習慣病予防食　No.67
デザート　豆乳水ようかん

手軽に作れる豆乳の水ようかんです

■材料
（11㎝×14㎝流し缶 １台分）

200ml
200ｇ
250ml
4ｇ

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
食塩相当量：

132kcal
4.0g　  
1.2g 　
0.1g　

■作り方

１人分の
栄養価

①鍋に水、寒天を入れ、火にかける。

　かき混ぜながら煮溶かす。

　沸騰したら、ふきこぼれない程度の火加減にし

て、２分間沸騰を続ける

②火を止め、あずき、豆乳を加え、よくかき混ぜる。

　型に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

③お好みの大きさに切って、器に盛りつける。

寒天は、沸騰後さらに１～２分程度沸騰させ、よく
煮溶かします。
しっかり煮溶かすのが、寒天を固めるコツです。

イオンリテール㈱ イオン東金店（マザーズホームへ）
東金ライオンズクラブ（マザーズホームへ）
パールショップともえ東金sideⅡ
川上ひとみ（マザーズホームへ）

指定寄付
２０,０００円
１０,０００円
４,３６０円

１００,０００円

…………………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………
……………………………………

匿名希望（マザーズホームへ）
ときがね幼稚園（マザーズホームへ）
古切手8.7kg、使用済みテレホンカード(ボランティア基金へ)
ぐみょう今井歯科医院　今井守夫(マザーズホームへ)

無調整豆乳
あずき（缶）
水
粉寒天


