「もしも」の時に備えるために

エンディングノートを無料配布
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知って安心「成年後見制度」

野田市社会福祉協議会では、 〔対象となる方〕
ど
ん
な制度なの？
「もしも」の時の意思決定を支
市内在住の方 代(理の受領可 )
成年後見制度とは、認知症や知的障が
援するため、エンディングノー 〔料金〕無料。
１人１冊まで
い、精神障がいなどの理由で判断能力が十
トの無償配布を実施しています。〔配布場所〕
分でない方の預貯金の管理や日常生活での
♦エンディングノートとは
①社会福祉協議会事務局
様々な契約などを支援していく制度です。
エンディングノートは、あな （鶴奉５ １
利用するには？
たに万が一のことがあったとき
総合福祉会館２階）
成年後見制度を利用するには家庭裁判所
に、伝えたいことや、残された ②社会福祉協議会関宿出張所
への申立てが必要です。
人にとって必要なことをまとめ （古布内１９４４ ２）
（裁判所が、支援する代理人を決めます）
ておくためのものです。
※窓口で配布します
制度の種類は？
ま た、自 分 の こ れ ま で を 振 り 〔配布時間〕
成年後見制度は、大きく分けると法定後
返 り、こ れ か ら 先 の 人 生 を 考 え
８時 分から 時 分
見制度と任意後見制度の２つがあります。
るためのものでもあります。
（土
 ・日・祝日・年末年始を
【法定後見制度】
あなたや、
あなたの家族、
周囲
除く）
判断能力が十分でない方の代理人を決め
の人の助けとなる１冊です。 〔その他〕
支援する制度
※この事業は、赤い羽根共同募
配布する際に、簡単なアン
【任意後見制度】
金の助成を受け、実施します
ケートにご協力いただきます
現在は判断能力のある方が、将来に備え
♦書き方講座を開催します
て、判断能力が十分で無くなった時の代理
人をあらかじめ自分で決めておく制度
相談するには？
野田市社会福祉協議会では、野田市成年
後見支援センターを設置し、成年後見制度
に関する相談をお受けしています。
「こ ん な こ と で 困 っ て い る 」 「 成 年 後 見
制度について教えてほしい」
など、お気軽にお問い合わ
せください。 ☎(７１２４
３９３９ )
（家庭裁判所への申立ての
同行や、代行はできません）

11 12

11

時まで

−

−

15

−

17

−

30

エンディングノートの書き方 〔会場〕関宿福祉センター
や、活用方法をお伝えするため
やすらぎの郷会議室
に「エンディングノート書き方
（古布内１９４４ ２）
講座」を開催します。
〔参加費〕無料
参加される方には当日、エン 〔定員〕 名（先着順）
ディングノートを１冊差し上げ 〔申込方法〕
ます。みなさまのご参加をお待
月 日 月( か) ら 月 日
ちしています。
（木）までに電話でお申込みく
※すでに社会福祉協議会でエ ださい
ンディングノートを受領されて 〔連絡先〕
いる方は、当日お持ちください。 野田市社会福祉協議会
〔日時〕平成 年 月８日（土）
☎︎７１２４ ３９３９

30

時から
10

−

11

50

5

856

基本タイプ

350 円

510 円

天災タイプ

500 円

710 円

※加入プラン等の詳細はお問い合わせくだ
さい

社会福祉協議会は、誰もが安心し
て暮らせる福祉のまちづくりを推進
するため、地域のみなさまやボラン
ティア、福祉関係者などのご協力を
得ながら、共に考え実行していく民
間の福祉団体です。
野田市社会福祉協議会では、地区
社協を核とした地域での活動やボラ
ンティアの育成、支援など、様々な
地域福祉事業を行っていますが、み
なさまから寄せられる会費は、地域
福祉活動を推進する上で、貴重な財
源となっております。また、会費の
一部は、地区社協の活動費として還
元されています。
〔還元方法〕
具体的な還元方法は、一般会費納
入額のうち、市社協納入額 円を超
えた額と特別会員納入額の ％を地
区社協に還元します。
一般会費は、１世帯あたり 円以
上（年額）
、
特別会
費は１世帯千円以
上です。
みなさまのご理
解・ご協力をお願
いします。

2

災害ボランティアは、本人の自発 あなたの会費で地域福祉が
的な意思と責任により被災地での活
支えられています
動に参加・行動することが基本です。
～会費の一部は地区社協に還元し活動費へ～
被災地の情報を収集し、必ず現地
に設置されている災害ボランティア
センターに事前に連絡し、ボラン
ティア活動への参加方法や注意点に
ついて確認してください。

Ｂプラン

40 300

500

現地の状況と受け入れについて
ボランティアの受け入れをしてい
る市町村や現地の情報については全
社協被災地支援・災害ボランティア
情報のホームページ
【 https://www.saigaivc.com
】
からご覧いただけます。
募集しているボランティアの種類や
受付方法について記載されています
のでご活用ください。

Ａプラン

災害ボランティアについて

2

被災地支援・
災害ボランティア情報

たくさんの方にご協力いただきました

近年の台風等による風水害や地震
災害時には、災害ボランティア活動
が大きな力を発揮し、ボランティア
活動における大きな役割の一つと
なっています。
災害ボランティア活動には大きな
期待が寄せられますが、一方で、ボ
ランティア活動が被災地の人々や他
のボランティアの負担や迷惑になら
ないよう、ボランティア一人ひとり
が自分自身の行動と安全に責任を持
つ必要があります。

34

災害時の民間の支援活動として
は、寄付やボランティア活動が良く
知られています。
一人ひとりの気持ちを被災者に届
けるためには、それを仲介したり、
支援する役割が重要になります。
全国組織の民間団体である社会福
祉協議会は、行政、地域組織、企
業、ＮＰＯなどと連携し、地域をこ
えた支援活動の情報提供やコーディ
ネート機能を活かし、被災者支援を
行っています。
スカウト連協による街頭募金活動
７月に発生した豪雨災害の被災
者救援のため、野田市スカウト連
絡協議会による街頭募金活動が行
われ、 万 千 円の義援金をお
寄せいただきました。ご協力あり
がとうございました。

ボランティア保険の加入について
被災地へボランティアに行く際は
必ず事前に在住地の社会福祉協議会
でボランティア保険への加入をお願
いいたします。
災害の状況によ
り、タイプが異な
りますので、詳細
はお問合せくださ
い。

タイプ・
プラン

災害義援金の受付
義援金は、災害により被災された
方への見舞金としての性質を持つと
ともに、被災された方の当面の生活
を支える資金として位置づけられて
います。
野田市社会福祉協議会では、千葉
県共同募金会の窓口として、義援金
を受け付けております。
義援金は、千葉県共同募金会を通
じ、被災状況に応じて按分の上、被
災者の方々に届けられます。
【現在受付中の主な義援金】
・平成 年７月豪雨災害
・平成 年北海道胆振東部地震
30 30

また、大規模災害が発生
した際の備えとして募金の
３％以内を「災害等準備
金」として積み立ててお
り、この積み立ては大規模
災害が起こった際に、災害
ボランティア活動支援な
ど、被災地を支援するため
に使われています。
赤い羽根共同募金は、
「じぶんの町を良くするし
くみ。」をテーマに、住民
ボランティアや、高齢者・
障がい者・子どもへの支援
活動等、市民自らの行動を
応援しています。
みなさまのご理解ご協力
をよろしくお願いします。

22

70

1

よくある質問

配分

び、 歳以上の一人暮らし
で要介護 以上の方を対象
とした「エアコン・クリー
ニングサービス」の事業費
として配分されます。
市内各地で、街頭募金活
動も行われますので、みな
さまのご協力をお願いしま
す。

3

月からは
歳末たすけあい運動がはじまります

月の１か月間は、「つな
がり ささえあう みんなの
地域づくり」をスローガン
に「歳末たすけあい運動」
が展開されます。
この運動は、共同募金運
動の一環として行われるも
ので、募金の全額が社会福
祉協議会へ配分されます。
新たな年を迎える時期
に、援助や支援を必要な方
が、安心して暮らすことが
できるよう、実施されるも
ので、「歳末見舞金」
、
特別養
護老人ホーム入所者への
「訪問理美容サービス」及

散髪でリフレッシュ
（訪問理美容サービス）

エアコンクリーニングで
住宅環境の改善

Ｑ 赤い羽根共同募金を自
治会費と一括で集めるの
は強制であり、違法では
ありませんか？
Ａ 募金の集金方法につき
ましては、各町内会や自
治会の総会等において一
括での集金または、募金
は別で集金する方法等、
承認された方法に沿って
お願いをしております。
しかしながら、募金は
あくまでも任意の募金で
ありますので、自治会費
と一括での集金方法で
あっても、赤い羽根共同
募金にご賛同を頂けな
い、遠慮したいとお考え
の方につきましては、お
願いをするものではござ
いません。
募 金 は 、 社 会 福 祉 協 議
会の地域福祉活動に活用
さ れ て お り 、そ の 主 旨 に
ご賛同をいただける方に
お願いをしているところ
でございます。
今 後 と も 当 募 金 の 主 旨
をご理解い
ただき、ご
協力をよろ
しくお願い
いたします。

市内各地にて街頭募金を展開

あなたの募金は、あなたの町へ

70

12
12

募金

71

「みんな」が主役！地域を良くする運動です
戦後の荒廃が残る昭和
年に始まった赤い羽根共同
募金は、みなさまに支えら
れ、今年 回目を迎えま
す。
「共同募金」は、集めてか
ら使いみちを決めるのでは
なく、集める前に団体・施
設などからの要望を受け付
ける「計画募金」です。民
間社会福祉の資金として、
％が県内の民間社会福祉
施設等に、 ％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、地域の福祉活
動を幅広く支えています。
30

月 日（土）に第 回市
民ふれあいハートまつりが開
催されます。
回目を迎える本イベント
は、ノーマライゼーションの
理念を基本として、ＮＰＯ法
人・ボランティア団体・地区
社会福祉協議会など、様々な
市民活動団体が、活動紹介や
発表、実演、体験などを行う
ものです。
中央公民館前の時計の広場
では好評の模擬店も多数出店
します。
今年は、中央公民館講堂に
て、岩木小学校による吹奏楽
が披露されます。
文化会館ロビーでは、福祉
のまちづくりフェスティバル
も同時開催され、恒例のスタ
ンプラリー（景品あり）も実
施されます。
17

12

市民ふれあいハートまつり
楽しい発見が盛りだくさん！ ぜひご来場ください！

●活動展示 ボランティアグループ等の活動紹介
●実演・体験 ｸﾗﾌﾄ、認知症講座、ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘ体操、
昔あそび体験、要約筆記、手芸、ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ等
●発表 よさこいｿｰﾗﾝ、健康予防体操、ﾊﾜｲｱﾝﾌﾗﾀﾞﾝ
ｽ、ﾏｼﾞｯｸ、ﾊｰﾓﾆｶ演奏、ｻｯｸｽとﾎﾞﾝｺﾞ演奏等
●販売 蕎麦、りんご、とん汁、おにぎり､焼菓子、
縫製製品、切り花、苗木、ｸｯｷｰ、ﾊﾁﾐﾂ、雑貨等
●その他 岩木小児童による吹奏楽の披露
※内容が変更になる場合があります。

ボランティア情報

月１日から３日午前 時
までの 日間、中央公民館講
堂で、市内小中学校の児童・
生徒から寄せられたポスター
の展示を行います。
ぜひ、ご家族揃ってお越し
ください。

〔場 所〕 総合福祉会館及び中央公民館

中央公民館前の時計の広場

３９３９

〔主 催〕市民ふれあいハート
まつり実行委員会
〔 問合せ〕野田市社会福祉協議会

☎７１２４

−

「みて、体験して、遊んで」体験型イベント

12

3

ポスター展の開催

開会式の手話コーラスの様子

市民ふれあいハートまつりを開催

17

12

月１日は、家族みんなで中央公民館へ

1

11

あなたもLet´sボランティア

「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。お待ちしています。

▲特別養護老人ホームすばる（上三ヶ尾）
＊習字ボランティア
＊曜日・時間は応相談
＊資格は特に必要なし。道具は施設が用意
▲ブリスイン野田（宮崎）
＊大正琴サークルで指導してくださる方
＊月1回から2回 火曜日か金曜日
14時から16時の間の1時間
＊曜日・時間は応相談

★県立野田特別支援学校（鶴奉）
＊文化祭（のだ特フェスタ）のお手伝いボランティア
〔内 容〕・児童及び生徒のお手伝い
・ステージ発表用の用具の出し入れ
・各会場の片づけ
〔日 時〕11月17日（土）8時30分から16時
〔年 齢〕18歳以上
〔その他〕動きやすい服装で上履き、飲み物持参
昼食、お茶は学校で用意
記号説明

▲高齢者施設

★イベント

★ 秋のじょいんと

知的障がい者のみなさんと一緒に軽スポーツを楽しもう！
〔日 時〕11月24日（土）13時から16時
〔場 所〕勤労青少年ホーム体育室
※動きやすい服装で上履き持参
〔内 容〕体育館で軽スポーツやレクリエーション
「じょいんと」は「野田市手をつなぐ親の会」と共催で年に
３回実施している知的障がい者とボランティアの集いです。
どきどきのレクリエーションの様子

問合せ

野田市ボランティアセンター
4

☎７１２４ −３９３９

16 30

1

12

−

宮崎柳沢地区社会福祉協議会
み よし
くろそう
会長 黒相 三好
宮崎柳沢地区社会福祉協議会は、当
地区の 自治会、約千 世帯を母体と
し、地区内の住民が、相互協力して、
地域社会の福祉増進をはかることを目
的としています。
例年、主な行事として、高齢者を招
待し、食事を共にしながらの芸能鑑
賞、カラオケ大会やじゃんけん大会で
盛り上がるお楽しみ会、一人暮らしの
高齢者を対象とした友愛訪問や、暮ら
しに不自由を感じている方への相談や
アドバイスなど実施しております。当
地区も一部では新規住宅が建設され、
新規入居者もありますが、大局的に
700

野田市社会福祉協議会では、障が
いのある方の社会参加促進と市民の
利便性の確保を目的に、野田市斎場
内で斎場売店「セレ・ショップやす
らぎ」を運営しています。
現在は、７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。

10

飲み物、軽食、お菓子、仏具を取り扱っています

5

は、少子高齢化がかなりのスピードで進
行しており、今後さらなる地域社会の連
携、助け合いが必要となってきます。社
会福祉協議会としてもサポートはもちろ
んですが、これからは地域に住む人みん
なで何ができるかを考え、ふれあいの機
会をできるだけ増やし、地域ネットワー
クの輪を広げ、みんなでつくる豊かな福
祉社会を目指していきたいと思っていま
す。

また、精神障がいのある方に理解があ
り、運営の支援をしていただける方を募
集しています。
一人でも多くの市民のみなさまにご利
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。

みんなでストレッチ

「みんなでつくる豊かな福祉社会」

寄付の受け入れも受付しています
（新品未開封に限ります）

ラジオでもおなじみの「まむしさん」

豪華共演ふたたび

30 30

鈴々舎馬風と毒蝮三太夫来たる

1

5

野田 市 出 身の落 語 家・鈴々 入場無料でご覧いただけます。
舎 馬 風 師 匠 と馬 風一門による
当日 は 、市 民 ふれあいハー
「寄席鑑賞会」を開催します。 トまつりも同 時開 催されます
今 年 は 、一昨 年 会 場 を 笑い ので、ご家族そろってお越しく
の渦 に包み込み 、好 評 を 博 し ださい。
た毒蝮三太夫さんと馬風師匠 〔日時〕平成 年 月 日（土）
の夢の共演となります。
時 分開演
寄 席 鑑 賞 会は、どなた様も 〔場所〕文化会館大ホール

入場無料

紙おむつ差し上げます 〔応募できる方〕
市内在住で、社会福祉協議
会事務局へ直接受け取りが
善意の寄付で寄せられた紙
できる方
おむつ等を必要な方やそのご
家族に抽選で差し上げます。 〔配布人数〕 おむつ２名
パッド６名
「往復はがき」に①住所②氏
名③電話番号④年齢⑤希望商 〔応募先〕
〒
品（おむつ又 はパッド）を明
-野田市鶴奉
記の上ご応募ください。
野田市社
厳正なる抽選のうえ、はが
会福祉協
きで結果をお知らせします。
議会
必ず「往復はがき」にてご応 〔応募締切〕
募ください。
平成 年
サイズ、種類はご希望に添
月 日
えない場合がございます。
金( )

「セレ・ショップやすらぎ」のご案内

13

278
0003
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わたしのまちの地区社協⑨ ～宮崎柳沢地区社協～
斎場売店

馬風師匠の豪快な落語は必見！

〔応募方法〕 郵便はがきに切り取った絵柄を貼って、7つの間違いを赤色の〇で囲み、必要事項（①氏名
〈フリガナ〉、②住所、③電話番号、④年齢、⑤性別、⑥「社福のだ」の感想を明記のうえ、ご応募ください。
正解者の中から、抽選で5名の方に粗品をプレゼントします。
ご応募いただいた方の個人情報は、他の目的で使用することは一切ありません。
〔応募締切〕
平成30年11月30日(金)
※応募上の注意：間違いの箇
所がはっきりと分かるよう
赤色の〇で囲んでください。
〔応募先〕〒278-0003
野田市鶴奉5-1
キリトリ
野田市社会福祉協議会
素材提供：【幼児の学習素材館】http://happylilac.net

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〕
●長寿クラブ様
5,000円
●匿名様
11,800円
〔物 品〕
●二川地区社会福祉協議会様
座椅子24脚
●林崎房江様
タオル25枚
●窪田洋子様
おむつ36枚、ﾊﾟｯﾄﾞ54枚
●野田市いきいきクラブ北部支部女性委員様
タオル353枚、他75点
●石川隆様
おむつ126枚、ﾊﾟｯﾄﾞ280枚
●匿名様
おむつ204枚、ﾊﾟｯﾄﾞ1,887枚 他33点
〔福祉施設へ指定寄付〕
●㈱日本総合開発様
お菓子 34,090円相当
●ジュピター関宿店様
お菓子 23,180円相当
（平成30年10月5日現在）

以下の職種の臨時職員を募集しています。
①学童保育所代替指導員
児童福祉に理解と熱意がある方
〔条 件〕
〔就業場所、時間〕
市内17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
1,090円
〔時給〕
②成年後見支援センター専門員
権利擁護事業に関わる相談援助業務
〔勤務内容〕
〔応募資格〕
相談援助業務に関心のある方（社
会福祉士、精神保健福祉士尚可）、
普通自動車免許
1,150円（有資格者1,250円）
〔時給〕
平成31年1月
〔採用予定〕
③ガイドヘルパー
〔条 件〕
同行援護従業者養成研修受講者もし
くは視覚障がい者に理解と熱意があ
る方
1,150円
〔時給〕
④業務補助員(障がい者雇用)
清掃業務など
〔勤務内容〕
900円
〔時給〕
～～～～～～～応募方法～～～～～～～～～
平成31年3月31日まで
〔雇用期間〕
（年度毎の契約更新の可能性あり）
履
〔応募方法〕
 歴書（3か月以内の写真添付）を
社会福祉協議会に提出

SNSでタイムリーな情報を発信
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）
が、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
検索
野田市社協
さい。

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。
毎週火曜日・第１金曜日
〔日 時〕
13時から16時まで
総合福祉会館相談室
〔場 所〕

〔発行〕社会福祉法人野田市社会福祉協議会
TEL 04-7124-3939 FAX 04-7124-8883
URL:http://www.nodasyakyo.or.jp
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