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富里市福祉センター

農協

富里市役所

社会福祉法人

富里市社会福祉協議会
〒286-0221
富里市七栄653-2
福祉センター内

ＴＥＬ 0476（92）2451
ＦＡＸ 0476（92）2495

11/3 土・祝 富里市福祉まつり
〜おおきくなぁれ やさしい心と福祉の輪〜
10：00〜15：00

すべての人びとが共に生き、共に育つ地域福祉の実現をめざすためには、互
いに思いやり、助け合う「福祉のこころ」をはぐくむことが大切です。社会福祉
事業・福祉団体活動・ボランティア活動など、さまざまな福祉活動を紹介し、福
祉のＰＲの場として幅広い人びとが安心して参加し、身近な福祉と地域福祉の
推進につなげることを目的として開催します。
各種イベント・模擬店・赤い羽根街頭募金・芸能発表・展示・ボランティアス
タンプラリーなど内容盛りだくさんとなっています。
当日は循環バス（さとバス）が通常運行されます。お
車の方は一般駐車場（市役所駐車場）をご利用くださ
い。また、障がい者駐車場は富里中学校校舎前にお願
いします。なお、福祉センター前面道路は交通規制（午
前９時３０分〜午後３時）となりますので、ご協力くだ
さい。
また、富里中央公民館で「文化祭」も同日開催してい
ますので、ぜひ遊びに来てください。
※図書館にはお車を停めないでください。

イベントプログラム

赤ちゃんハイハイレース

★富里市社会福祉協議会福祉功労者等表彰式………………………１０時３０分〜
（福祉功労者や永年勤続者、多額寄付者、福祉のまちづくり推進ポスター・標語
受賞者の表彰式を挙行します。）
★花笠音頭＆富里音頭（一般参加自由）……………………………１１時１５分〜
（みんなで一緒に踊りましょう！）
★赤ちゃんハイハイレース（赤ちゃん限定）………………………１２時００分〜
（パパとママが見つめるデビュー戦。エントリー赤ちゃん全員に参加賞を、決勝
に進む６名に豪華賞品を用意します。）
★千葉ロッテマリーンズキャラクター＆M☆Splash!!ショー……１３時００分〜
（マーくんたちと一緒にダンスを踊っちゃおう！）
★富里ひずめ太鼓………………………………………………………１３時４５分〜
（大迫力の生ライブをご堪能ください。）
★お楽しみ抽選会………………………………………………………１４時３０分〜
（豪華景品を多数用意します。）
※雨天の場合は表彰式以外のイベントは中止となる場合があります。

芸能発表

オカベプレコンさん
やき
そば

多国籍
料理

フランク スピン入り 集会室
フルト
ポップコーン

ジャガ
バター
シルバー
人材センター
作業場

射的
アメリカンドッグ
うどん

やきそば

ヨーヨー風船

・各種団体の展示
・福祉のまちづくり推進
「標語・ポスター」入賞作品展示

お楽しみ抽選券
PRキャンペーン
とん汁

●介護機器展示

ゲーム
赤い羽根街頭募金運動

お餅

フリマ

おだんご

自転車置き場

すいとん

※仕入れの状況により出品物が変更になる
場合があります。

・ボランティアスタンプラリー
・マッサージ ・生け花体験

イベント 富里市福祉センター
入口
入口
会場
●福祉車両展示

みそでんがく

おおむね１歳前後のハイハイできる赤ちゃん
参加資格…おおむね１歳前後のハイハイできる赤ちゃん
参加料金…無料
開催場所…福祉センター特設リング（ゲートボール場）
開催時間…12時00分〜（予選会・決勝戦）
ル ー ル…月齢や体重など関係なく男女混合で行い
ます。リングで立った場合は失格です。
そ の 他…エントリー全員に参加賞をプレゼント。
予選を通過した上位６名に豪華賞品を
多数用意します。
参加申込… 社 会 福 祉 協 議 会（ ☎
92-2451）へお電話く
ださい。FAXは受付し
ません。先着60名。

１階ロビー

授乳室

やきとり

in Tomisato

Hynamite!!

２階視聴覚室
入口

本部テント

わたがし

Ｈ−１グランプリ2012

フライドポテト

年賀はがき
フリマ

フリマ
フリマ

ポップコーン

焼きいも

宮崎県産
水産加工品
フリマ

フリマ

社協のふくし

第33回

富里福葉苑『文化祭』

日

時 11月17日㈯
午前９時30分〜午後３時30分
会
場 富里福葉苑（富里市中沢975−３）
内
容 利用者の演劇、合唱、バザーなど
そ の 他 衣類・日用雑貨・食器類などのバザ
ー品がありましたら11月９日㈮まで
にご連絡ください。※大型家具・家
電製品・布団類は不可
富里福葉苑（担当：中村・山本）
☎（９３）８１３３

問合せ

2012

千葉県立富里特別支援
十倉厚生園
学校文化祭『とみよう祭』 『 収 穫 祭 』

日
会
内

時 11月17日㈯
午前９時30分〜午後１時50分
場 千葉県立富里特別支援学校
（富里市七栄４８３−２）
容 舞台発表（劇・ＶＴＲ）、作業製品の
販売、作品展示、ゲーム、体験のア
トラクション、近隣施設の紹介など

参加者募集

日
場
定

程 12月12日㈬
所 久能カントリー倶楽部
員 先着 30 組（申込み締切日は 11 月 22 日㈭
まで。ただし、定員になり次第締め切らせて
いただきます。
）
参加資格 ①プロおよびゴルフ関係者は参加できません。
②暴力団およびその関係者等については入場
をお断りします。
費
用 １４，５００円（食事付・消費税込）
３，０００円（パーティ代・賞品代）
競技方法 １８ホールストロークプレー・新ペリア方式
申込方法 電話でご確認のうえ申込書を郵送またはＦＡ
Ｘしてください。申込みはお一人様でも何組
でも結構です。
※申込書は久能カントリー倶楽部・久能アイア
ンコース・富里市社会福祉協議会にあります。
そ の 他 ①プレイフィの一部を年末チャリティ募金とし
て富里市社会福祉協議会へ寄付いたします。
②全組５人乗カート付きプレイとなります。
（雨天時も可）

個人・団体名
㈱ヤオコー成田駅前店
富里市芸能協会
舞のつどい
荒野暢子
㈱久能カントリー倶楽部
アイング㈱
㈱カクタ
㈱ヤオコー成田駅前店

金額（円）
33,534
8,211

問合せ

個人・団体名
江原和江

容

問合せ

十倉厚生園
☎（９４）２１０１

福祉のしごと就職フェアinちば
福祉施設等に就職を希望する方を対象に求人のある
社会福祉施設等の採用担当者との個別面談や福祉職場
の相談会を行います。

金額（円）
14,367
15,000
28,062
10,500
100,000
100,000
100,000
7,432

日
会

金額（円）
5,647

問合せ

地区社協の子育て支援の日程

※個人で病院など出かける時に必要な場合は、市役所社会福祉課
へ相談・申請すれば、要約筆記する人を派遣してくれます。

ＮＰＯ法人千葉県中途失聴者・難聴者協会 印旛香取事務所
ＦＡＸ０４３（４６１）６５３３
ＮＰＯ法人千葉県中途失聴者・難聴者協会
☎０４７（４３２）８０３９（ＦＡＸ共通）

時
場

そ の 他

◎福祉まつりへ指定寄付（敬称略）
受領年月日
９月20日

内

【コミュニケーション方法】
◎要約筆記…話し手の言っていることをその場で要約
して書きます。
◎ＯＨＰ…大勢が集まる時には投影機の上で書いて大
きなスクリーンに映します。
◎ノートテイク…個人や２〜３人の時は隣席で紙に書
きます。

◎地域福祉事業へ寄付（敬称略）
受領年月日
６月１日
７月９日
７月17日
７月26日
８月３日
８月３日
８月３日
９月３日

場

10月20日㈯ 午後１時〜４時
幕張メッセ国際会議場２階コンベンシ
ョンホール（千葉市美浜区中瀬2−1）
参加希望の方は直接会場へお越しくだ
さい。参加費は無料です。
同日10時30分より「福祉のしごとセミ
ナー」が開催されますので、お問合せ
の上、ご参加ください。詳細はホーム
ページをご覧ください。
千葉県福祉人材センター
☎０４３（２２２）１２９４
http://www.chibakenshakyo.com/

日
会

※各日、午前10時〜
会場 北部コミュニティ
センター

『子育てキラキラ』富里南＆洗心地区
社会福祉協議会
日程 11月29日㈭、12月20日㈭
1 月31日㈭、 2 月21日㈭
3 月21日㈭

※各日、午前10時〜
会場 富里市福祉センター

※各日、午前９時30分〜
会場 根木名公民館

日程 11月 9 日㈮、12月14日㈮
1 月11日㈮、 2 月 8 日㈮
3 月 8 日㈮

場

所

そ の 他
問合せ

11月 ９日㈮
１ 月11日㈮
３ 月 ８日㈮
午後２時〜４時
富里市福祉センター
２階 会議室
予約が必要です。
富里市社会福祉協議会
☎（９０）００８１

地域福祉に興味・関心のある方（定員200名）
２，０００円（資料代）
基調講演「長寿社会のまちづくり〜柏
市豊四季台地域高齢社会総合研究会の
取組み〜」
講師：東京大学高齢社会総合研究機構
学術支援専門職員 木村清一 氏

ホームページより申込書をダウンロー
ドのうえ10月19日㈮までにＦＡＸでお
申込みください。

千葉県社会福祉協議会
1102 ＦＡＸ043（244）5201
☎043（245）
http://www.chibakenshakyo.com/

問合せ

平成２４年度
『地域ふれあい事業』配分助成の募集
社会福祉活動へのより一層の理解と協力を図るこ
とを目的に、歳末たすけあい事業の一環として配分
助成いたします。
対象事業及び期間
１団体につき１事業として、年末・年始
（12 月１日
〜１月 15 日）に行う地域の住民やボランティアと
の交流を目的とした独自の社会福祉事業で本会が認
める事業とします。
ただし、事業を複数の団体で行う
場合は１事業とします。
配分助成額 総事業費の２分の１の額（上限30,000円）
応募期間 10月31日㈬まで
応募方法 本会事務局までお越しいただくか、ご
連絡ください。募集要領及び書類をお
渡しします。
選考方法 幅広く配分助成する観点から、配分助
成事業の必要性や効果を考慮し決定い
たします。

※各日、午前10時〜
会場 中沢集会所
（向台幼稚園の隣）

※各日、午前10時〜
会場 中部ふれあい
センター

※各日、午前９時〜
会場 浩養小学校

富里市社会福祉協議会 ☎（９２）
２４５１

問合せ

『ねこなちょこっとサロン』根木名地区社会福祉協議会 『子育てサロン浩養』浩養地区社会福祉協議会
日程 10月18日㈭、12月20日㈭
1 月17日㈭、 2 月21日㈭
3 月21日㈭

時

11月３日㈯午前10時15分〜午後３時
千葉県経営者会館
千葉市中央区千葉港４番３号

申 込 み

『ちょっとほっとタイム』七栄地区社会福祉協議会
日程 11月7日㈬、12月7日㈮
2 月6日㈬、 3 月6日㈬

日

シンポジウム「見守り、支えあう地域のしくみづくり」
コーディネーター：法政大学現代福祉学部教授 宮城 孝 氏
コメンテーター：厚生労働省 社会・援護局地域福祉課
地域福祉専門官 中島 修 氏
シンポジスト：安心生活創造事業実施市町村の実践報告
千葉市・市原市・鴨川市

12月19日㈬午前10時〜
会場 富里市福祉センター

日程 10月25日㈭、11月22日㈭
12月20日㈭、 1 月24日㈭
2 月28日㈭、 3 月28日㈭

精神科医による相談です。ご
家族の方だけでも利用できます。

（千葉都市モノレール「市役所前駅」から徒歩３分）

『ほっかほかクラブ』日吉台地区社会福祉協議会 『すくすくひろば』富里第一地区社会福祉協議会
日程 10月22日㈪、11月26日㈪
1 月28日㈪、 2 月25日㈪
3 月25日㈪

時
場

対 象 者
参 加 費
内
容

『子育て交流会』日程
富里地区社会福祉協議会

こころの相談

平成２４年度『県民福祉セミナー』

【活動内容】
毎月３回程度の例会を開催し、レクリエーション・
旅行・作品づくり・勉強会をはじめ、手話や口話の学
習会などを行います。

◎福祉基金積立金として寄付（敬称略）
個人・団体名
富里市歌謡協会
千葉土建 富里分会

会

10月28日㈰
午前11時30分〜
十倉厚生園
富里市十倉2443
模擬店、ゲーム、
ステージ発表、抽
選会など

思いもよらず耳が不自由になった方は、コミュニケー
ションの機会や人との付き合いも少なくなり、引きこも
りがちになったりします。
ＮＰＯ法人千葉県中途失聴者・難聴者協会にも、
同じ
ように人生の途中で耳が不自由になった仲間が多数い
ます。
さまざまな活動を通して耳の不自由さを忘れ、生きる
力の一歩になるよう参加してみませんか？

〒２８６−０２０３ 富里市久能７２２
久能カントリー倶楽部（担当：塚本）
☎（９３）
９０００ ＦＡＸ（９２）
５０６３

受領年月日
７月23日
７月30日

時

耳が不自由になられた方への
メッセージ

年末チャリティゴルフin久能

年

問合せ

千葉県立富里特別支援学校
☎（９２）２１００

問合せ

日

ささえ愛（2）

就労移行支援事業所 PEN
O

『ワークわく･きよさと』

社会福祉法人清郷会では初となる就労系事業
所『ワークわく・きよさと』が10月１日にオー
プンしました。一般企業への就労を目標とした
事業所で、２年を目安に職業習慣の確立、マナ
ー・挨拶・身なりなどの習得をし、職場定着を
目指します。
名
種
定
住

称
別
員
所

ワークわく･きよさと
就労移行支援事業
20名
富里市日吉倉1080−16

問合せ
ワークわく・きよさと
☎（３６）５３２１ＦＡＸ（３６）５３２０

（3）社協のふくし

ささえ愛

じぶんの町を良くするし
じぶんの町を良くする
じぶんの町を良くするしくみ
しくみ
赤い羽根共同募金運動

赤い羽根共同募金と
初音ミクがコラボし
ました

【実施期間10月１日〜12月31日】
厚生労働大臣の告示により、１０月から全国一斉
に募金運動が展開されています。
お寄せいただいた募金は、一度全額を千葉県共同
募金会へ送金し、配分という形で県内の各福祉施設
や民間福祉団体、ＮＰＯ法人等への助成の他、市内
の地域福祉活動に役立たせていただきます。

イラスト：U35 ⓒCrypton Future Media,Inc.www.crypton.net

今年もボーイスカウト富里第一団が、福 祉まつりで募金
の協力を呼びかけます。募金を頂いた方に『初音ミクのク
リアファイル』を先着150名にプレゼントします。

みなさまのあたたかいご理解とご協力をお願いします。
募金︵ぼきん︶のながれ

富里市では
ご家庭で

職場で

学校で

街頭で

その他いろいろな形で

千葉県共同募金会
富里支会
共同募金会富里支会

千葉県共同募金会
福祉施設
高齢者のために

食事・入浴サービスに

社会福祉協議会
障がい者のために

社会参加に

子どものために

福祉教育・子どもの遊び場に

福祉団体
その他全般にわたって

福祉車両の購入などに

赤い羽根共同募金は、市内の福祉団体・施設などへの助成、ひとりで暮ら
している高齢者へお弁当の給食サービス、福祉まつりの開催、広報紙の発
行、火災見舞金などに活用しています。
歳末たすけあい募金では、共同募金運動の一環とし12月１日から31日に推
進いたします。地域住民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉施
設などの協力のもと、新たに年を迎える時期に、支援を必要とする方たちが
地域で安心して暮らすことができるように展開するものです。市内では、ひ
とり暮らし高齢者、身体障がい者、知的障がい者の方々に担当地区の民生委
員・児童委員が、該当者宅を訪問し歳末慰問金としてお渡しするとともに、
福祉サービスの情報提供や生活状況の把握などをさせていただきます。ま
た、社会福祉施設・ＮＰＯ法人・地区社会福祉協議会が年末年始に実施する
地域福祉サービス事業や地域住民・ボランティアとの交流会事業などに対し
助成金として配分し、社会福祉活動へのより一層の理解と協力を図ります。
なお、寄せられた募金額により、計画の内容に変更がある場合があります。

社会福祉法人富里市社会福祉協議会
在宅介護支援センターのご案内
〜第７４回富里グラウンド・ゴルフ協会秋季大会〜
富里市社会福祉協議会では富里グラウンド・ゴルフ協会の
協力をいただき、初の大会を開催することになりました。
気軽に楽しくできるスポーツです。ぜひご参加ください。
日
会
定

時
場
員

参加資格
参 加 費
申 込 み

そ の 他

11月７日㈬ 午前10時〜
富里中央公園イベント広場・四季の森
先着９６名（申込締切日は10月26日㈮まで
。ただし、定員になり次第締め切らせていた
だきます。）
原則として市内在住60歳以上の方で本会の
趣旨にご賛同いただける方
３００円（賞品代）
申込書は富里市社会福祉協議会にありますの
で、参加費を添えて申込みください。
（参加費
の返金はできません。）
経験者・未経験者は問いません。初めての方
には競技用具がレンタルできます。競技方法
等は申込み時にお知らせします。

問合せ・申込み

富里市社会福祉協議会 ☎
（９２）
２４５１

◎富里市在宅介護支援センター九十九荘
〒２８６−０２１５ 富里市立沢新田１９２−１６
☎（９０）０５０５ ＦＡＸ（９１）１８８０

OPEN

「富里市ファミリーサポートセンター」は、子育てのお手伝いができる人
（提供会員）
と子育てを手伝ってほしい人
（利用会員）
が地域で助け合いな
がら活動できる会員組織として10月１日にオープンしました。
基礎研修を受けられた優しくて頼もしい提供会員さんにより、
安心・安全な活動を心がけ、
子育てを応援して
いきます。
随時会員を募集していますので、事前連絡のうえ説明会にご参加ください。
時

会
対

場
象

人間は誰でも、人に言えない悩みや心配ごとを１つや
２つ持っているはずです。そうしたとき、迷わず訪ねて
いただきたいところが『心配ごと相談所』です。
相談は無
料で秘密は厳守されます。

介護が必要と
なられた方、在宅
で高齢者を介護
【心配ごと相談】
されている家族
日
時 毎週火曜日
の方、ひとり暮ら
午前10時〜２時30分（正午から午後１時を除く）
し高齢者の方な
会
場 福祉センター相談室
そ の 他 予約の必要はありません。
ど、悩 み ご と や
困ったことなど
【人権・行政・心配ごと合同相談】
について、介護や医療の専門職員が無料で相談
日
時 10月23日㈫・11月27日㈫・12月５日㈫
に応じています。
・１月22日㈫・２月26日㈫・３月26日㈫
相談内容の秘密は厳守します。お気軽にご相
午前10時〜２時30分（正午から午後１時を除く）
談ください。
会
場 福祉センター相談室
そ の 他 予約の必要はありません。
◎富里市在宅介護支援センター龍岡
問合せ
富里市社会福祉協議会 ☎（９２）
２４５１
〒２８６−０２２１ 富里市七栄６５３−７３
☎（９２）６４７７ ＦＡＸ（９２）６８７３

富里市ファミリーサポートセンター

日

心配ごとや悩みごとはありませんか？

第14回
日
会
内

時
場
容

対 象 者
参 加 費
申 込 み

洗心地区
お楽しみ地域交流会
10月21日㈰ 午前10時〜
洗心小学校体育館
カラオケ（飛び入りＯＫ）、演芸発表、お
楽しみ抽選会（全員に当たる）など
洗心小学校区の方、近隣のみなさん、お友
達などどなたでも参加できます。
１人５００円（弁当希望の方）
10月17日㈬までにお電話ください。

友だち100人

毎週水曜日および毎月第３日曜日
できるかな
午前10時〜11時
＊都合の悪い方は、個別の説明も行っていますので、お問合せください。
富里市福祉センター
提供会員…市内在住の方で心身ともに健康な方
利用会員…市内在住または在勤の方で１歳以上10歳未満のお子さんがいる方

問合せ・申込み

富里市ファミリーサポートセンター（社会福祉協議会内） ☎（92）2452

ＦＡＸ（92）2495

問合せ・申込み

洗心地区社会福祉協議会
江原和江 ☎（９４）０８３４

（4）

ボランティアスタンプラリー
ふくしの体 験を
してみよう！

11/3 土 10時スタート

参 加者
募集

福祉センター正面玄関

①車いす体験

①〜③の体験が終了したら
参加費200円でかわいい小物が
つくれるよ！

車イスの操作をしてみよう

②アイマスク体験
目の不自由な方の大変さを知ろう

③自由体験

どちらか選んでね。

◎お年寄りの体験をしてみよう 最後に参加賞が
あるよ!
◎いろんな福祉マークを知ろう

先着
30名

富里市役所に『緑のゴーヤカーテン』を設置！
省エネ対策として直射日光を植物の葉でさえぎる緑の
カーテンづくりができたら…という思いで富里市の「協
働のまちづくり」に参画し、「ＥＭの会」との合同企画で
富里市役所の窓にゴーヤカーテンを設置しました。
昨年の１２月からスタートし、土壌づくり・ネット網の
組み立て設置・苗植え・水やりなどを行い、８月１１日に
完成に至りました。
来年もチャレンジしますので、興味・関心のある方は
一緒に取り組みませんか？
問合せ 明るい社会づくり運動富里明社
田中 ☎（９３）８０１６

ボランティア募集
保育ボランティア

趣味のボランティア

資格はいりません。
子どもの大好きな方
大歓迎です。
市内の幼稚園・学校
で家庭教育学級中で
の１〜２時間ぐらい
の活動です。

趣味や特技でボランテ
ィア活動をしてみませ
んか？折紙・ちぎり絵・
リサイクル・大道芸・腹
話術etc…なんでも結
構ですので、
ご 相 談くだ
さい。

保育ボランティア講座

ボランティアサロン

ボランティア連絡協議会コーナー

絵本はこころを豊かにしてくれます。絵本の選
び方や読み聞かせの方法の技法と手遊びを学び、
地域で子育ての応援をしてみませんか？
日 時 １１月１３日㈫ 午前10時〜正午
会 場 富里市福祉センター
対 象 市内在住または在勤の方でボランティア
に関心のある方
すでにボランティア活動をされている方
定 員 先着２０名
参加費 無料

すでにボランティア活動をされている方やこれ
からボランティア活動をしてみたい方のためにサ
ロンを開催します。
軍手を使った簡単なおもちゃをつくりながらボ
ランティア活動の情報交換などを行います。
日 時 １１月７日㈬
午前１０時〜１１時３０分
福祉センター
会 場 富里市福祉センター
材料費 １５０円
定 員 先着１０名

第２５回富里市福祉まつり（１１月３日）にバザー
を出店します。
ご自宅に眠っている不用品などがありましたら、
提供のご協力をお願いします。
◎新品同様の子ども服
◎日用雑貨
◎手作り品など
この売り上げは当協議会の行う
事業に活用させていただきます。
受付期間 １０月１５日㈪〜３１日㈬

申込み １１月９日㈮までに
ボランティアセンターへ

日㈫までに
申込み １１月６日㈫までに
ボランティアセンターへ

問合せ ボランティアセンター

デイサービスボランティア募集
知的・身体に障がいをお持ちの方々に日中活動の
お手伝いをしてくださるボランティアさんを募集し
ています。
活動内容は余暇活動や入浴後の簡単なケア（お茶
だし・身だしなみ）などのお手伝いです。週１〜２回、
短時間でも結構です。なるべく継続していただける
方をお願いします。
その他、随時見学も受付けていますので、ぜひご
連絡ください。
デイとくら・輝（担当：細野）
問合せ 富里市十倉２４４３（十倉厚生園内）
☎（９４）２１０４

夏休み体験ボランティア（8月7・8・9日）
猛暑の中、中学生から一般の方まで19名が保育所や福祉施設で体験を行いました。

活動報告会ではみんな充実した顔をみせてくれました

〜参加者の感想〜
【保育園】
・子どもたちが抱きついてきて、
【福祉施設】
一緒に笑顔をみせてくれたの
・利用者の方たちが気軽に声を
が一番うれしかったです。
かけてくれたり、手をつないで
くれたりスキンシップを多く ・今まで、あまり小さな子が好き
ではなかったけど、
今回の体験
とってくれて嬉しかったです。
を経て「かわいいな」と思えま
・自分が人の役に立つことが好
した。また、保育園の先生はや
きだと気付きました。たくさ
りがいのある素晴らしい職業
んの人から頼られることで喜
だと思いました。
びを感じました。

