700円
（1時間）

土曜日・日曜日・祝日
基本時間以外の時間

900円
（1時間）

提供会員が行う主な支援内容

1

2

提供会員になるには、説明会と
基礎研修会が必須となっています
が、今回開催される「提供会員向
け説明会」では、説明会と基礎研
修会が一緒に受けられます。既に
活動されている提供会員の話や、
アドバイザーからの活動内容につ
いての説明があり、終了後にその
場ですぐに登録ができます。
〔日時〕 月 日（木）
時から正午まで
〔場所〕総合福祉会館第 会議室
〔定員〕 名（先着順）
〔申込方法〕 月 日までに、電
話で申込ください。
☎７１２６ ５-０５０

提供会員向け説明会を開催

利用
料金

午後6時〜午後10時
（基本時間）

19

1

4

25

10

4

あなたも提供会員になりませんか？

ファミリー・サポート・センターの活動
をはじめて気がつけば10年。
赤ちゃんだった子、幼稚園児だった
子、小学生だった子がそれぞれ進学した
り、活躍する姿を見たり聞いたり、そして
声をかけられるたび、その成長がとても
嬉しく、そのお子さん達と出逢えた事を
嬉しく思います。
当時はお母さん達とも同じ目線で悩み
を共有し合い、子育てが一段落した今は
また、別の目線でお話をしたり、活動させ
て頂いております。
お互い気をつかわず、出来る範囲で出
来る事を支え合えるのが、
ファミリー・サポート・
センターの一番の魅力
ではないでしょうか。
人と人のつながり、
子ども達の笑顔で自
分も元気になれるよう、
まずはお話を聞いてみ
ませんか？

習い事や保育所等への送迎
自宅での一時的な預かり
3 保護者が買い物など、外出する際の預かり
4 保育施設等の時間外の時の援助
5
1 学校や保育所等の休みの時の援助

30

ファミリー・サポート・センター提供会員募集

「人と人のつながり」が魅力
と語る提供会員の菅野さん

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。
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
できる時に、できる範囲で、子
ト・センター」を支えていただける 育ての応援をしていただける方、
提供会員を募集しています。支援内 提供会員として活躍してみません
容の多くは、保育所、学童保育所、 か。
習い事の送迎や預かりといった短時 〔問合せ〕
ファミリー・サポート・センター
間での活動です。
☎７１２６ ５-０５０

活動中の提供会員の声

29

皆で楽しむふれあいの会

施設でサービスを提供］

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。

赤い羽根共同募金

18

917

月１日から 赤
｢ い羽根共同
募金運動 が｣展開されています。
「共同募金」は、民間社会福
祉の資金として、 ％が県内の
民間社会福祉施設等の整備に、
％が野田市社会福祉協議会に
配分され、地区社会福祉協議会
の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。
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、赤い羽根共同募
金の総額は、千 万 千 円で
す。 平(成 年 月 日現在）

2

10

70

31

歳末たすけあい募金
月の１か月間「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
すけあい募金の総額は、 万
千 円 と な り ま し た 。 平( 成
年 月 日 現 在 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 Ｎ(ＯＸ を)配布しました。
また、 歳以上のひとり暮ら
しで、要介護 以上の方へ「エ
アコン・クリーニングサービス
」も継続実施しており、合計
世帯にサービスを行いました。

31 3
22

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」は、昨年度より
施設増え、合
計 施設、 人
（男 人・
女 人）に
実施しました。

［特養

355

地域福祉の中心として活動

11

太子堂地区社会福祉協議会
会長 市村 公彦

91

あなたの会費で地域福祉
が支えられています

わたしのまちの地区社協⑩～太子堂地区社協～

太 子 堂地区 社 会 福 祉 協 議 会
は、平成 年に発足した「太子堂
福祉推進委員会」を発展強化し、
平成 年 月に地区社会福祉協
議会へ移行しました。
「行事は楽
しいことが第一」をモットーに常
に工夫して活動しており、活動の
実動部隊として、女性ボランティ
アグループ「太子堂ひまわり会」
があります。
地区社会福祉協議会の活動は
多岐にわたっていますが、特に高
齢者や障がいのある方などの福祉
に注力しています。年に１回開催
の「ふれあいの会」は 回を、年
５回開催の「いきいきサロン」は
回を数えました。
これらの行事勧誘のための友愛
訪問をすることで、慰問、安否確
認、情報収集に努めています。
その他、花植え、施設見学会及
び勉強会、広報誌発行、太子堂区
内外の福祉団体への協力など、年
間スケジュールを月日まで確定さ
せて実 施 していま
す。
地域の他団 体
や 管 内の野田二中
とも協力して世 代
間 交 流を図りなが
ら 、地 域 福 祉の中
心として活 動 して
います。

625

年度会費納入状況

円

234

1

平成
平成 年１月 日現在の会員数
は、一般会員３万 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、
千 万 千 円です。
会費は、その一部を地区社会福祉
協議会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。

一般会費

30

2

31

496

1

70

732

ご協力ありがとうございました
～みなさまのお心添えありがとうございます～

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

31

11

161

64 759

市内全域の福祉活動へ

12

1 283

1

11

571

※主な使いみち
・ ボランティアセンターの運営
・ 成年後見支援センターの運営
・ 福祉資金貸付事業等
市社協
事業費
300 円

5 31

5
0
0

445

31

31

地区社協
還元金 ※主な使いみち
200 円 ・ サロン活動
・ 友愛訪問等

2

8

30

56

7

300

お住まいの地域の福祉活動へ

835

40

会費還元のしくみ

心も体もスッキリ !

スカウト連協による街頭募金

制度の内容や利用方法などの
相談をお受けします。

野田市社会福祉協議会が、法人として成年後

見人になります。
（対象となる方に条件がありま
す。詳細はお問い合わせください）

●成年後見制度の普及啓発

成年後見制度に関する研修会などを行います。
●意思決定支援事業

31

市民を対象にエンディングノートの

無料配布を実施しています。

●日常生活自立支援事業

福祉サービスを利用するお手伝いや日常的な

金銭管理を支援します。社会福祉協議会独自の

権利擁護事業です。
（対象となる方に条件があり

ます。詳細はお問い合わせください）

22

寄席と記念写真で金婚をお祝い

3

馬風と毒蝮三太夫が出演

12

16

38

1

50

エンディングノート
書き方講座を開催

11

成年後見支援センターにご相談を

●法人後見事業

エンディングノートの書き方や、
活用方法をお伝えするために「エン
ディングノート書き方講座」を開催
します。
参加される方には当日、エンディ
ングノートを１冊差し上げます。
みなさまのご参加をお待ちしてい
ます。
※すでに社会福祉協議会でエン
ディングノートを受領されている方
は、当日お持ちください。
13

地域で安心して暮らせるように支援します

●成年後見制度に関する相談

エンディングノートについて

30

野田市成年後見支援センターでは
「意思決定支援事業」としてエン
ディングノートの無料配布を実施し
ていますが、ご好評につき、平成
年度分の配布は終了しました。
平成 年４月１日からエンディン
グノートの配布を再開する予定で
す。
大変申し訳ありませんが、再開ま
でしばらくお待ちください。

〔日時〕４月 日（土）
時から 時まで
〔会場〕総合福祉会館第３会議室
（野田市鶴奉５ １-）
〔参加費〕無料
〔定員〕 名（先着順）
〔申込方法〕
３月５日 火( ）から３月 日 金( ）
までに電話でお申込みください
〔連絡先〕
野田市社会福祉協議会
☎７１２４‐３９３９

月 日（土）に、市民ふれ
あいハートまつりの開催に併
せ、金婚式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、馬風師匠に加
え、毒蝮三太夫さんが出演し、
会場はたくさんの笑いに包まれ
ました。
参加された須賀田さんご夫婦
に、インタビューしたところ、
「共通の趣味やボランティア活
動も常に一緒で二人で過ごす時
間が多く、その時間を大切にし
ていること」が夫婦円満の秘訣
だそうです。
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。

す が た

11

44

笑顔が素敵な須賀田さんご夫婦

10

50

野田市成年後見支援センターで
は、認知症や精神障がい、知的障が
いなどの理由で判断能力が十分でな
い方が安心して暮らせるように、成
年後見制度や日常生活自立支援事業
を活用し、支援しています。
「こんなことで困っている」、
「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。
〔連絡先〕
野田市成年後見支援センター
☎７１２４‐３９３９

成年後見支援センターの事業内容

斎場売店

★デイサービス咲楽（柳沢）
＊日常（お話し相手など）のお手伝い
＊月曜日から土曜日
10時30分から16時の間で１時間程度
＊活動日、時間は応相談
さくら

★癒しのデイサービス野田（山崎）
＊利用者の麻雀・囲碁のお相手
＊麻雀は毎週月曜日、囲碁は毎週金曜日
＊13時から15時の間で、時間は応相談

★ケアハウス野田（上三ヶ尾）
＊特別養護老人ホームすばる内の洗濯のお手伝い
洗濯機にセットし、乾燥機終了後、畳むまで
＊月曜日から土曜日の10時から正午の間
＊活動日、時間は応相談

記号説明 ★高齢者施設

問合せ 野田市ボランティアセンター ☎7124-3939

4

晴れやかな表情で表彰式に参加
しました。
当日は天候にも恵まれて過ご
しやすい１日となり、多くの方に
来 場いた だき、各 団 体の発 表を
楽しまれました。

「セレ・ショップやすらぎ」のご案内

野田市ボランティアセンター

月 日（土）に「第 回市民
ふれあいハートまつり」を開催し
ました。
市内のボランティアグループ、
ＮＰＯ団 体 、地区 社 会福 祉 協 議
会などの市民活動団 体が、活動
紹 介や 実 演・体 験 、発 表を実 施
しました。
また、岩木小学校の吹奏楽部
が演目を発表し、一体となって市
民ふれあいハートまつりを盛り
上げました。
なお、ポスター展には市 内小
中 学 校の児 童・生徒から 点の
作品が寄せられ、開 会 式では優
秀 作品に選 ばれた子 ども達が、

活気に満ち、賑わった

市民ふれあいハートまつり

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。
〔問合せ〕
斎場売店直通
☎︎
７１２２‐４０１７

会場の視線をくぎ付けにした
フラダンス

飲み物、軽食、お菓子、仏具
を取り扱っています

12

1

17

173

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、 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
多くの市民のみなさまにご利用
6

合言葉は「できることから」

～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。

野田市ボランティアセンターでは、
このほか、定期的にボランティア通
ボランティアをしたい人と求める人を
信
の
作
成
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
つなげる役割を担っています。
（ http://www.nodasyakyo.or.jp
）
市内福祉施設や団体等から要請を やソ ーシャル・ネットワ ー キン グ・
受け、コーディネーターがボランティ サービスを活用し、情報の提供を行っ
ア派遣の調整をし、ボランティア活動 ています。
がスムーズに運ぶようボランティア活 「ボランティアをはじめようかな」、
動中の相談や支援を行います。
「ボランティアに興味があるけれど、
また、安心して活動ができるようボ どうしたらよいのかわからない」など
ランティア保険の手続きも行っていま お気軽にボランティアセンターへご相
す。
談ください。

ボ ラ ン テ ィ ア 情 報

12

15

〔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できる方
〔配布人数〕おむつ２名・パッド６名
〔応募先〕
〒
-野田市鶴奉 ‐
野田市社会福祉協議会
〔応募締切〕３月 日（金）

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
企業等に
よる社会
貢献活動
がさらに
期待され
ます。

障がい者施設へクリスマスプレゼント
～野田遊技場組合様～

紙おむつ差し上げます

善意の寄付で寄せられた紙おむつ
等を必要な方やそのご家族に抽選で
差し上げます。
「往復はがき」に①住所②氏名③電
話番号④年 齢⑤ 希望商品（おむつ又
はパッド）を明記の上、ご応募くださ
い。
厳正なる抽選のうえ、はがきで結果を
お知らせします。必ず「往復はがき」
にてご応募ください。
サイ ズ、種類はご希 望に添えない
場合がございます。

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。
市内のパチンコ店が加盟する
野田遊技場組合（伊藤司組合
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。市内 か所の福祉施設
等へ寄贈されています。
15

278
0003

15

5
1

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）

みんな大喜びのプレゼント

貸出案内
◇福祉車両の貸出

◇車いすの貸出

「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
◆チャイルドシートの貸出
ご両親向けの「通常貸出」と祖父母向けの「短期
貸出」があります。
①通常貸出
〔対 象〕
市内在住で、
６歳未満のお子さんを養育されている方
〔貸出期間〕
６か月以内。ただし、乳児用シート及び幼児用
シートは６か月を超えない範囲で１回限り更新が可
能（通算で１年のみの貸出）
学童用シートは６か月を超えない範囲で６歳の誕
生日前日まで更新が可能
5

市民の方より善意の寄付をいただいた
車いすを貸出しています。
〔対 象〕高齢者・障がい者及び一時的
なけが等により必要な方
〔利用料〕無料（貸出期間中の故障は自
己負担）
〔貸出期間〕原則１か月
（最長で３か月まで）
※車いすの在庫については、お問合せ
ください。
②短期貸出
〔対 象〕
市内在住で、6歳未満のお子さんと里
帰り等で、一時的に同居する祖父母等。
〔貸出期間〕
3か月以内。チャイルドシートのタイ
プに限らず、更新不可。
〔利用料〕無料（貸出期間中の故障は自己負担）
ただし、クリーニング及びメンテナン
ス料の一部として、1,000円を負担。
※貸出するチャイルドシートは、幼児1
名につき、1台となります。

〔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
左
右
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31年3月29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
野田市社会福祉協議会
キリトリ

～７つの間違いを見つけよう～

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〕
●千葉県ﾄﾗｯｸ協会野田支部様
58,430円
●野田遊技場組合様
50,000円
●匿名様
3,549円
〔物 品〕
●松本純子様
おむつ64枚、ﾊﾟｯﾄﾞ382枚
●柏法人会女性部会野田支部様
ﾀｵﾙ354枚他 計418点
●㈱東葛塗装ｾﾝﾀｰ様
毛布9枚他 計250点
●匿名様
おむつ346枚、ﾊﾟｯﾄﾞ86枚
〔福祉施設へ指定寄付〕
●㈱日本総合開発様
お菓子21,360円相当
●ジュピター関宿店様
お菓子13,585円相当
●野田遊技場組合様
ｸﾘｽﾏｽ用菓子詰合せ 397点
（平成31年1月22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
〔条件〕児童福祉に理解と熱意がある方
〔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
〔時給〕1,090 円
※常勤指導員も同時募集
（詳しくは、お問い合わせください）
②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
〔時給〕1,150 円
～～～～～～～応募方法～～～～～～～～～
〔雇用期間〕1 年毎の雇用契約
（年度毎の契約更新の可能性あり）
〔応募方法〕履歴書（3 か月以内の写真添付）
を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 ☎ 7124-3939

1人で悩まずに、心配ごと相談へ

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。

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
時〕
13時から16時
総合福祉会館相談室
〔場 所〕
野田市社会福祉協議会
〔連絡先〕
☎7124-3939
〔日
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