637

271

17

赤い羽根共同募金

法人募金

774

（90.7%）

5

12,435,989円

30

戸別募金

（5.5%）

370

761,000円

ご協力ありがとうございました

（0.1%）

赤い羽根共同募金

26,543円

（1%）

歳末たすけあい募金

110,296円

（2.7%）

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︒︵令和３年１月末現在︶

371,946円

10

70

赤い羽根共同募金実績

訪問理美容サービス

157

心も身体もリフレッシュ！

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﹂も継続しており︑明るい年
越 し を 迎 え て い た だ け る よ う︑
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︑ 毎 年
ニーズも高く︑目に見える事業
として定着して
います︒
739

231
70

配分
582

歳末たすけあい募金

スカウト連協のみなさんによる
街頭募金

街頭募金

職域募金

学校募金

11

18

697

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︑ 万７千 円と
なりました︒
︵令和３年１月末現在︶
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
︵ＮＯＸ︶
を配布しました︒
また︑ 歳以上のひとり暮らし
で︑要介護１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︒
12

募金

☎７１２４-３９３９
問合せ・申込み
成年後見支援センター

15

6

46

94

61

︱会費の還元のしくみー

※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
・生活福祉資金貸付事業等

一般会費５００円

市内全域の福祉活動へ

令和２年度会費納入状況
令和３年１月末現在の会員数
は︑一般会員３万３千 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 円を超えた金額及び特
別会費の ％を令和３年度の地区
社会福祉協議会の活動費として還
元します︒

※主な使いみち
・サロン活動
・友愛訪問等

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 ４
- ０１７

2

お住まいの地域の福祉活動へ

地区社協
還元金
200 円

25

669

40300

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︑３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︒
１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︒
野田市斎場が１月より友引も開
場となったため﹁セレ・ショップ
やすらぎ﹂も営業しております︒

セレ・ショップやすらぎ のご案内

あなたの会費で地域福祉が
支えられています

斎場売店

市社協
事業費
300 円

飲み物、軽食、お菓子、仏具を取り
扱っています

17

〔日時〕４月 10 日（土）
①９時から 10 時まで
② 11 時から正午まで
〔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〕①②ともに２０名（先着順）
〔申込方法〕
３月５日（金）より電話による申込。定
員になり次第、受付終了
※新型コロナウィルス
感染症の予防のため、１回
あたりの定員を制限して
実施します
※感染の状況によって
は講座の開催を中止させ
ていただく場合がありま あなたの思いを書き
留めておくために
す

30

エンディングノートをご活用ください

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。

社会福祉協議会では﹁もしも﹂の ︹対象となる方︺
市内在住の方︵代理の受領可︶
時の意思決定を支援するため︑エン
ディングノートの無料配布を実施し ︹料金︺無料︒１人１冊まで
①社会福祉協議会事務局
ています︒
︵鶴奉５ １
総合福祉会館２階︶
○エンディングノートとは
②社会福祉協議会関宿出張所
エンディングノートは︑あなたに
︵古布内１９４４ ２
万が一のことがあったときに︑伝え
-︶
※窓口で配布します
たいことや︑残された人にとって必
要なことをまとめておくためのもの ︹配布時間︺
８時 分から 時 分まで
です︒また︑自分のこれまでを振り
︵土・日・祝日・年末年始を除く︶
返り︑これから先の人生を考えるた
︹その他︺
めのものでもあります︒
配 布 す る 際 に︑ 簡 単 な ア ン ケ ー
あなたや︑あなたの家族︑周囲の
トにご協力いただきます
人の助けとなる１冊です︒
※この事業は︑赤い羽根共同募金
の助成を受け︑実施します

書き方講座も開催します

また ︑毎 年のプレゼント
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︒

障がい者施設へ
クリスマスプレゼント
︹配布人数︺
おむつ５名・パッド５名
︹応募先︺
〒
-野田市鶴奉５ １
野田市社会福祉協議会
︹応募締切︺
３月 日︵水︶

-

東日本大震災をきっかけに︑
企業等による社会貢献活動︵Ｃ
ＳＲ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
毎年︑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︒今年
も か所の市内福祉施設等へ寄
贈されました︒
14

15

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
︹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

紙おむつ差し上げます

貸 出 案 内

3

◇福祉車両の貸出
︹対 象︺ 車いすを利用して移動
する方及びその家族
︹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︶

◇車いすの貸出
︹対 象︺高齢者・障がい者︵児︶
及び一時的なけがな
どにより必要な方
︹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︵更新可︶

運転手は利用される方で
確保をお願いします
貸出状況はお問合せを

たくさんのお礼のお手紙や写真
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）

278
0003

31

〜野田遊技場組合様〜

フードバンクのご案内
〜ご家庭に眠っている食品の寄付を受け付けています〜

社会福祉協議会では、フードバンクちばと協力して、 ③未開封であるもの
食品の寄付を受け付けています。
④破損で中身が出ていないもの
受け付けた食品はフードバンクちばに集められ、ボ ⑤お米は今年度及び前年度産のもの（玄米でも可）
ランティアによる仕分けや発送作業を経て、県内の相 〔寄付の方法〕
談支援機関や福祉施設を通して、必要としている方々 社会福祉協議会の窓口までお持ちいただくか、
に送られます。
フードバンクちばまでお持ち込みまたは、宅急便
〔寄付いただきたい食品〕
で直接お送りください（送料の負担有）
穀物（お米・麺類・小麦粉等）、保存食品（缶詰・瓶 〔問合せ〕
詰等）、インスタント食品、レトルト食品、乾物（のり・ ①社会福祉協議会（☎ 7124-3939）
豆等）、菓子類、飲料（ジュース・お茶等）、調味料各 野田市鶴奉 5-1
種、食用油等、ギフトパック（お歳暮・お中元等）
②フードバンクちば（☎ 043-301-4025）千葉市
〔ご注意いただきたい点〕
中央区弁天 2-16-14 大野マンション 101
①賞味期限が明示され、かつ 2 か月以上あるもの
※お持ち込みの場合は必ず前日までにお問合せ
②常温で保存可能なもの
下さい

〜７つの間違いを見つけよう〜
〔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〕３月３１日
（水）
※応募上の注意：間違いの箇所がはっき
キリトリ
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

職員募集

寄せられた善意

以下の職種の臨時職員を募集しています。
①ファミリー・サポート・センターアドバイザー
〔条件〕保育士、教育職員等の有資格者もしくは子育て
経験があり、児童福祉に理解と熱意がある方
〔内容〕ファミリー・サポート・センター事業に
係わる相談、調整。行事企画の運営等
〔時給〕 970 円
②出張所事務員（やすらぎの郷）
〔条件〕 普通自動車免許取得者
〔場所〕 野田市古布内１９４４番地２
〔内容〕 事務全般
※詳細はお問い合わせ下さい
〔時給〕 940 円
③学童保育所一般指導員
〔条件〕 児童福祉に理解と熱意がある方
〔就業場所、時間〕
市内 15 学童保育所いずれか
平日：13 時から19 時までの間、
学校休業日：8 時から19 時までの間
〔時給〕 1,100 円
※賞与・社会保険有
〜〜〜〜〜〜〜〜応募方法〜〜〜〜〜〜〜〜
〔雇用期間〕令和４年３月３１日まで
（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

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〕
●野田遊技場組合様
50,000円
●技の福兆野田七光台店様
10,000円
●居酒屋一代様
15,437円
●天理教東葛支部様
11,709円
●匿名様
120,035円
物 品〕
●(株)LIXIL技術研究開発センター様
マスク1,094点
●伊藤鷲様、凜様
おもちゃ、ぬいぐるみ他85点
●日の出会様
タオル類91点
●武野勝様
おむつ78点、パッド260点
●青山静江様
おむつ62点、パッド93点
●匿名様
おむつ588点、パッド705点他
福祉施設へ指定寄付〕
●(株)日本総合開発様 お菓子11,070円相当
●ジュピター関宿店様 お菓子9,870円相当
●野田遊技場組合様
クリスマス用お菓子詰合せ394点
（令和３年１月１５日現在）

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。
〔日 時〕毎週火曜日・第１金曜日
１３時から１６時まで
〔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

SNSでタイムリーな情報を発信
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。
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野田市社協
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