ライフスタイルの変化により、
ファミリー・サポート・センターに
対するニーズは、増えてくることが
予想されます。
次代を担う子どもたちを地域の力
で支援する「ファミリー・サポー
ト・センター」を支えていただける
提供会員を募集しています。
支援内容の多くは、保育所、学童
保育所、習い事の送迎や預かりと
いった、短時間の活動です。
シニア世代の方、子育て中の方、
できる時にできる範囲で子育ての応
援をしていただける方、提供会員あ
るいは両方会員として活躍してみま
せんか。

報酬の基準

〜利用会員が提供会員に支払う報酬です〜

Q＆A

Ｑ会員になるにはどうしたらいいですか？

Ｑ資格とかなくても、預かれますか？

Ｑ

活動中の事故が不安なのですが…

Ａ

活動中の事故に備え、センターで賠償責任保険に加入し
ています。ただし、お車での事故は対象外です。

〔問合せ〕
ファミリー・サポート・センター
☎7126−5050

大丈夫です。資格や経験、年齢、性別は問いませんが、
センターが実施する講習を受けてから活動を開始しま
す。「子供とふれあいたい」、「地域に貢献したい」そ
んな考えをお持ちで心身ともに健康な方であれば提供会
員になることができます。

Ａ

※最初の1時間は、最小単位が1時間となります。
以降、1時間を超える場合で端数が30分に満たない場合は、
半額、30分を超える場合は1時間当たりの金額です。

まずは、入会説明会に参加して登録してください。
（登録料無料）

Ａ

区 分
報酬の額
月曜日から金曜日までの午前６時から
700円／1時間当たり
午後10時
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始、
900円／1時間当たり
上記時間帯以外の時間

～地域のみんなで子育て支援～

434

28

114

ファミリー・サポート・センター提供会員募集

提供会員さんが学童保育所に送迎

野田市ファミリー・サポート・セ
ンターは、子育てのお手伝いをして
欲しい人（利用会員）としたい人
（提供会員）、両方を兼ねる人（両
方会員）との会員組織による地域の
相互援助活動です。
野田市から委託を受け、野田市社
会福祉協議会が運営しています。
安心して援助活動ができるよう、
アドバイザーが、会員間の連絡調整
や活動等のコーディネートを行って
います。
平成 年１月末の会員数は、利用
会員 名、提供会員 名、両方会員
名で、提供会員の登録が利用会員
の３分の１という状況です。
44

歳末たすけあい募金

2

あなたの会費で地域福祉が支えられています
会費納入状況～

287

年度

7 1

月の１ヶ月間「歳末たすけあい運
動」を実施したところ、市民のみなさま
からの温かいご協力をいただき、ありが
とうございました。
厳しい経済状況の中、歳末たすけあい
募金総額は、 万１千 円となりまし
た。
あらためて、お礼申し上げます。
お寄せいただいた募金は、準要保護世
帯などの支援を必要とする方々（ 世
帯・ 人）に「歳末見舞」として街の活
性化にもつながるよう市内共通商品券
（ＮＯＸ）の配布をしました。

心も体もスッキリ！
～訪問理美容サービス～

本事業は、理容師・美容師が 月から
月に特別養護老人ホームを訪問し、
回分の散髪料で実施するもので、合計
施設、 人（男 人・女 人）に実施し
ました。
平成 年度から開始した訪問理美容
サービス事業は、ニーズも高く、目に見
える事業として定着しています。

333

544

また、特別養護老人ホーム入所者に対
する「訪問理美容サービス事業」を地域
の理美容師等の協力を得ながら、千葉県
理容生活衛生同業組合野田支部とタイ
アップし、チャリティ協賛事業として取
り組みました。

102

12

～平成
平成 年 月末現在の会員数は、一般
会員３万９千 世帯、特別会員 世帯、
法人会員 社という状況です。また、会
費の納入総額は、２千 万４千 円で
す。
会費は、その一部を地区社協の活動費
として還元するなど、地域福祉活動を効
果的に展開するための貴重な財源として
活かされています。
納入いただいた会費のうち、一般会費
の 円を超えた額及び特別会費の ％を
平成 年度の地区社協の活動費として還
元します。

ご協力ありがとうございました
等に、 ％が野田市社会福祉協議会に配
分され、地区社協活動や福祉団体の育
成、ボランティア団体への支援などの事
業に活かされます。

435

18

赤い羽根共同募金

801

11

会話も楽しみの一つです
〔訪問理美容サービス〕

歳末たすけあい募金

31

12

配分

赤い羽根共同募金
月１日から 月 日の３ヶ月間「赤
い羽根共同募金運動」が展開されました。
自治会をはじめ、各団体、事業所、学
校、市民のみなさまのご協力により、赤
い羽根募金の総額は、千 万千 円にな
りました。
温かいご支援ありがとうございました。

〔募金の使い道〕

スカウト連協のみなさんによる街頭募金

41

27
91

968

40

988

267

12

388

1

30

769

募金

28

60

「共同募金」は、民間社会福祉の資金
として、 ％が県内の民間社会福祉施設

70

300

28

10

「私にもできそうだな」と思うものがあったら
ボランティアセンターまでご連絡ください。

★野田市心身障がい者福祉作業所（鶴奉）
・内職作業（手芸品作成のできる方）
・月～金曜日
・10時30分から16時の間で都合の良い時間帯
＊編み物に興味のある方、ぜひお越しください。

日（土）に「第

回市民ふれあ

市民ふれあいハートまつり多くの人でにぎわう
月

点の作品が寄せられ

何を表しているマー
このマークは、「耳

が「聞こえない」ことを理解し、コミュ

このマークを提示された場合は、相手

協力をお願いします。

ニケーションの方法への配慮についてご
使用されているマークです。聴覚に障が

（出典：内閣府ホームページ）

マーク」といいます。

いを持つ方は、見た目には分からないた

聞こえが不自由なことを表す、国内で

せん。

たり、社会生活上で不安が少なくありま

街で見かける「障がい者」のマーク

ワンポイント！

者がイベントを楽しみました。

差しが差し込む好天のもと、多くの来場

名物の模擬店も多数出店し、暖かな日

彰式に参加しました。

子ども達が出席し、晴れやかな表情で表

ました。開会式では優秀作品に選ばれた

の児童・生徒から

また、ポスター展には、市内小中学校

を実施しました。

動団体が、活動紹介や実演・体験、発表

団体、地区社会福祉協議会などの市民活

市内のボランティアグループ、ＮＰＯ

いハートまつり」を開催しました。

14

めに、誤解されたり、不利益をこうむっ

3

116

クか分かりますか？

多くの来場者でにぎわう模擬店

21

合言葉は「できることから」

～あなたもLet’
sボランティア！～

11

野田市ボランティアセンター

記号説明 ▲高齢者施設 ★障がい者施設
問合せ 野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

野田市ボランティアセンターでは、ボ
ランティアをしたい人と求める人をつな
げるはたらきをしています。
市内福祉施設や団体等から要請を受
け、コーディネーターがボランティア派
遣の調整をします。また、ボランティア
活動中の相談や支援を行います。安心し
て活動ができるようボランティア保険の
手続きも行います。
ボランティアをはじめようかな、ボラ
ンティアに興味があるけどどうしたらよ
いのかわからないなど、お気軽にボラン
ティアセンターにご相談ください。

こすもす

▲癒しのデイサービス野田（山崎）
・砂絵や切りばりなどの簡単なキット作品作りのお手伝い
・火～土曜日
・13時30分から15時30分の時間帯
＊活動日は応相談
いや

▲秋桜ヴィレッジ清水公園（清水）
・習字が得意な方
・音楽療法ができる方
・園芸が得意な方
・話し相手
・月～金曜日
＊時間は応相談

★しあわせの木（中戸・木野崎）
・学校から帰宅した子供たちのおやつ作りの補助
・話し相手
・月～金曜日 正午から14時、または14時から15時
・土曜日10時から正午
＊活動日は応相談

★野田市関宿心身障がい者福祉作業所（西高野）
・縫製ボランティア（バック、小物など作れる
洋裁が得意な方）
＊活動日、時間は応相談

集
募
ア
ィ
テ
ン
ラ
ボ
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3

「まむしさん」客席に登場

〔使いみち〕
業者に送り、換金したお金の一部が㈶
日本ユニセフ協会と野田市社会福祉協議
会に寄付され、地域福祉活動の資金とし
て役立てられます。
※金属が使われていない入れ歯は回収の
対象となりません。

13か所の福祉施設等に寄贈

価値ある資源として、再活用できます

4

不要になった入れ歯を回収します
野田市社会福祉協議会では、不要に
なった入れ歯を回収しています。
入れ歯や虫歯治療で削った歯の上部に
かぶせる「クラウン」などには、金、
銀、パラジウムといったレアメタル（希
少金属）が使われており、これをリサイ
クルする活動です。
長く使ったものでも、価値ある資源と
して利用できます。
〔収集方法〕
熱湯または洗浄剤で消毒し、ビニール
袋に入れて野田市社会福祉協議会事務局
または関宿出張所（やすらぎの郷）にあ
る回収ボックスまでご持参ください。

東日本大震災をきっかけに、企業等
による社会貢献活動（ＣＳＲ活動）が
これまで以上に注目されています。
私たちの身近でも永年続いている活
動をご紹介します。

また毎年、プレゼントも利用者
さんが喜ぶようにと、工夫がされ
ています。
地域福祉は、社会全体で課題解
決に向けて取り組んでいく必要が
あり、企
業の協力
も不可欠
です。
今後の
活動がさ
らに期待
されます。

～広がれ！社会貢献の輪～

寄席と記念写真で金婚をお祝い

19

3

今年対象となる方は、昭和 年に結婚
されたご夫婦で、 月 日を予定してい
ます。
「ダイヤモンド婚」を目指して、いつ
までもご夫婦仲良くお元気で。
11

馬風と毒蝮三太夫が出演

月 日（土）に、市民ふれあいハー
トまつりの開催にあわせ、金婚を迎えた
ご夫婦を対象に結婚 周年記念として、
プロカメラマンによる記念写真撮影会を
実施しました。
撮影会には 組のご夫婦が参加し、写
真撮影の後は、寄席観賞会が開かれ、今
年は馬風師匠に加え、毒蝮三太夫が出演
し、会場はたくさんの笑いに包まれまし
た。
ご主人の喜寿のお祝いと金婚が重なっ
た大森喜重さん・正子さんご夫婦にイン
タビューしたところ、「健康第一に、い
つも明るく前向きに、思いやりの心を持
つことが今につながっています。」との
感想をいただきました。
50

教えて！福祉のお仕事

～野田遊技場組合様～

障がい者施設へクリスマスプレゼント

12

32

～理学療法士になるには～

4

では肢体不自由児施設、重症心身障害児
施設、身体障害者療護施設などへの配置
が規定されているほか、特別養護老人
ホーム、老人デイサービスセンターなど
の老人福祉施設でも施設によって配置し
ている場合があります。
理学療法士は国家資格で、高校卒業
後、理学療法士養成校において 年以上
専門知識や技能を修得したのち、国家試
験に合格することが必要です。養成校
は、 年制の大学、 年制の短期大学と
専門学校があります。

市内のパチンコ店が加盟する野田遊
技場組合（金本元章組合長）では、
「少しでも地域に貢献できれば」と、
平成 年から 年間市内障がい者施設
利用者の方へクリスマスプレゼントの
寄贈が続けられています。
これまでに寄贈された数は、約４千
個にもなります。
15

21

理学療法士は、何らかの原因で身体の
機能に障がいをもった人に、筋力の増強
などの運動療法、温熱・電気などを使っ
た物理療法を中心に施し、日常生活を送
るうえでの基本的な動作能力の回復を図
ります。
リハビリテーションの専門医や、ケー
スワーカーなど、他の専門職との連携も
重要です。
理学療法士の職場は、社会福祉の分野

500

11

暮らしの「あんしん」をお手伝いします

～日常生活自立支援事業のご案内～
日常生活自立支援事業とは、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、高齢者や障がい者の方々が
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福祉サービス利用援助
②財産管理サービス
③財産保全サービス
以上の３つの支援を、ご本人との契約に
基づき提供します。
詳細は、野田市社会福祉協議会までお

３９３９

5

問い合わせください。
〔問合せ〕
☎７１２４

野田市社会福祉協議会

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〕

斎場売店「セレ・ショップ やすらぎ」のご案内
社会福祉協議会では、障がいのある方 〔問合せ〕
の社会参加促進と市民の利便性の確保を 斎場売店直通
目的に、野田市斎場内で斎場売店「セ
☎７１２２―４０１７
レ・ショップやすらぎ」を運営していま 社会福祉協議会
す。
☎７１２４―３９３９
現在は、６名の障がいのある方が就労
に向けて、日々チャレンジをしており、
お客様のご用命ひとつひとつが、障がい
のある方一人ひとりの貴重な社会参加へ
の支援となっておりますが、それでもご
利用の件数は限られており、支援に必要
な作業量を確保できていないのが現状で
す。
一人でも多くの市民の皆様にご利用い
ただくことが福祉の輪を広げることにつ
ながります。ぜひ、「セレ・ショップや
すらぎ」をご利用ください。

車いすのまま、外出できます
◇福祉車両の貸出
「車 い す の ま ま 」 乗 り 降 り で き る 車 両 を 貸 出 し
ています。
〔対 象〕高齢者・障がい者（児）及びその家族
〔利用料〕無料（燃料は自己負担）
〔貸出車両〕
①「たんぽぽ号」（軽自動車）
《定員》３名（車いす１台）
②「ゆうあい号」（ワンボックス車）
《定員》５名（車いす２台）
＊運転手は、利用される方で確保してください。

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。

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
○その他当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。
宝石、骨董品、株券、有価証券
などはお預かりできません。

−
例えば、
○福祉サービスの情報提供が受け
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

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〕

3

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〕

1

飲み物、軽食、お菓子、仏具を取り扱っています
計5台の車両を配備
（㊧たんぽぽ号 ㊨ゆうあい号）

右の２枚の絵の中には、５つの間違
いがあります。間違いを見つけた方
は、ハガキに①答え、②住所、③氏
名、④年齢、⑤電話番号、⑥「社福の
だ」に関する感想をお書きのうえ、ご
応募ください（３月31日必着）。
正解者の中から抽選で５名様に粗品
をプレゼントします。なお、いただい
た個人情報は、粗品送付目的以外で使
用することはありません。
〔応募先〕〒278-0003
野田市鶴奉5-1
野田市社会福祉協議会

左

右

素材提供：【幼児の学習素材館】http://happylilac.net
イラストⒸ：わたなべ ふみ

寄せられた善意

職員募集

市民のみなさまから心のこもった温かい寄付が寄せ
られました。みなさまのご厚意に厚くお礼申し上げま
す。
〔金 品〕
●柏小売酒販組合野田支部様
15,800円
●千葉県トラック協会野田支部様
43,485円
●野田遊技場組合様
50,000円
●二川地区社会福祉協議会様
58,700円
●天理教東葛支部様
23,705円
●匿名様（２件）
305,000円
〔物 品〕
●柏法人会女性部野田地区様
タオル411点他 計514点
●匿名様
車いす1点、紙おむつ521点他 計639点
〔福祉施設へ指定寄付〕
●㈱日本総合開発様
お菓子45,460円相当
●野田遊技場組合様 クリスマス用菓子詰合せ393個
●ジュピター関宿店様
お菓子13,770円相当
（平成28年1月25日現在)

以下の職種の臨時職員を募集しています。
①訪問入浴看護師（正・准）
②訪問入浴ヘルパー（介護職員）
〔勤務条件〕
①時給1,300円以上 （内容）バイタルチェック等
②時給1,050円以上 （内容）入浴介助
土日祝日休みでプライベートも充実！安心して働け
る環境です。勤務日は、平日のみで残業もほとんどあ
りません。子育て中の方、主婦の方、ブランクがある
方、経験が浅い方もＯＫ。
③学童保育所代替指導員
〔条件〕児童福祉に理解と熱意がある方。
〔就業場所、時間〕市内14学童保育所いずれか。
平日：13時から19時の間、学校休業日：８時から19時の間
〔時給〕1,090円
④育児支援家庭訪問員
〔条件〕保育士、助産師、保健師等の有資格者もしく
は子育て経験者。
〔時給〕1,150円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

SNSでタイムリーな情報を発信

〔雇用期間〕１年毎の雇用契約（契約更新あり）
〔応募方法〕履歴書（３ヶ月以内の写真添付）のうえ、
社会福祉協議会に提出。
〔問合せ・応募先〕〒278-0003野田市鶴奉5-1
野田市社会福祉協議会

≪応募方法・全職種共通≫

スマートフォンの普及により、Twitter、Facebook
といったSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）急速に広がりをみせています。
SNSは、タイムリーな情報を迅速に伝えられ、災害
時などに特に効力を発揮することから、社会福祉協議
会でも、SNSを開設しています。
ぜひ、ご覧ください。
野田市社協

1人で悩まずに、心配ごと相談へ
家族や生活のこと、仕事や学校のこと、どこに相談
すればよいか分からない悩みや不安をお持ちの方、気
軽にご相談ください。
経験豊富な民生委員が相談に応じます。
相談は無料で、秘密厳守いたします。
事前予約できますので、ぜひご利用ください。
〔日 時〕毎週火曜日・第１金曜日 13時～16時
〔場 所〕総合福祉会館相談室
〔連絡先〕野田市社会福祉協議会 ☎7124－3939

検索

〔ホームページ〕
http://www.nodasyakyo.or.jp
〔Twitter〕
@nodasyakyo
〔Fecebook〕
https://www.facebook.com/nodasyakyo
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