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農協

富里市役所

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〜
みんなでともにつくり、めざすまちづくりを推進するため、市内の社
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の場として子どもから高齢者まで幅広い人びと
が安心して参加し、福祉を身近なものに感じ、より一層の関心と理解を
深め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。
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。

11/3● 10：00〜15：00
月
㈷

イベントプログラム

赤ちゃんハイハイレース
挑戦者募集！

Ｈ−１グランプリ2014

in Tomisato

Hynamite!!
市内在住もしくは在勤の保護者のお子さまで
参加資格…市内在住もしくは在勤の保護者のお子さまで
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。

★富里市社会福祉協議会福祉功労者等表彰式………………………１０時３０分〜
（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。
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社協のふくし

富里特別支援学校
文化祭『とみよう祭』

第35回 富里福葉苑『文化祭』
日
会
内
そ の

時
場
容
他

問合せ

11月15日㈯ 午前10時〜午後３時
富里福葉苑（富里市中沢975−３）
利用者の演劇、合唱、チャリティ,、バザーなど
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８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（新品家
電は可）

日

◎福祉基金積立金として寄付（敬称略）
受領年月日
６月３日
６月９日
７月22日
７月22日
10月１日

個人・団体名
㈱ナリタヤ富里店「愛の箱」
千葉土建富里分会
舞のつどい
富里市芸能協会
カラオケルーム はつえ

金額（円）
34,240
6,113
27,392
20,000
8,100

◎指定寄付金として寄付（敬称略）
受領年月日
６月３日
６月４日
６月30日
７月１日
７月23日
７月23日
７月28日
８月６日
８月６日
８月６日
９月５日

個人・団体名
匿
名
池上
荒野真知子
匿
名
江原 義夫
江原 和江
富里市歌謡協会
㈱久能カントリー倶楽部
㈱カクタ
日吉倉カラオケ同好会
ＮＰＳ成田予備校 富里校

金額（円）
10,000
3,000
4,000
18,984
5,000
10,354
45,217
100,000
100,000
10,000
2,600

◎寄付物品（敬称略）
受領年月日
６月11日
６月20日
９月８日
９月12日

個人・団体名
天野 倫葉
押尾 寛子
匿
名
山口 建五

物品名
介護用電動ベッド１台
介護用電動ベッド１台
炊飯器１台
介護用電動ベッド１台

2014

問合せ

富里市社会福祉協議会 ☎（９２）２４５１

平成26年度 第２回
『福祉のしごと就職フェアinちば』
福祉施設等へ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
場に関する相談等を行い、福祉人材の確保と就労をサ
ポートします。
日
時 11月９日（日）午後１時〜４時
会
場 幕張メッセ国際会議場コンベンションホール
他（千葉市美浜区中瀬２−１）
参加方法 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。履歴書は必要ありません。
千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
☎０４３（２２２）１２９４
ホームページ http://www.chibakenshakyo.net/
問合せ

こころの相談
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。
日
時 11月14日㈮ 午後２時〜４時
場
所 富里市福祉センター ２階 会議室
そ の 他 予約が必要です。
問合せ

富里市社会福祉協議会 ☎（９０）００８１

時

日
会
内

時 10月26日㈰
午前11時30分〜午後3時
場 十倉厚生園（富里市十倉2443）
容 模擬店、ゲーム、ステージ発表、
抽選会など
問合せ 十倉厚生園 ☎（９４）２１０１

年末チャリティゴルフin久能

富里市ファミリーサポートセンター

参加者募集

おかげさまで２周年

年

日
場
定

程 12月11日（木）
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 21 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については入場を
お断りします。
１５，０００円（食事付・税込）
費
用
３，０００円（パーティ代・賞品代含む）
１８ホールストロークプレー・新ペリア方式
競技方法 ゴルフ場に直接お電話のうえ所定の申込書を
申込方法 郵送またはＦＡＸしてください。お申込みは
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。
プレーフィの一部を年末チャリティ募金として
そ の 他 富里市社会福祉協議会へ寄付いたします。
〒２８６−０２０３ 富里市久能７２２
久能カントリー倶楽部
☎（９３）
９０００ ＦＡＸ（９２）
５０６３

問合せ

グラウンド・ゴルフ大会
参加者募集

心配ごとや悩みごとはありませんか？
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。
【心配ごと相談】
日 時 毎週火曜日
時 間 午前10時〜午後２時30分（正午から午後１時を除く）
場 所 福祉センター相談室
その他 予約の必要はありません。
【人権・行政・心配ごと合同相談】
日 時 10月28日㈫・11月25日㈫・１月27日㈫
・２月24日㈫・３月24日㈫
時 間 午前10時〜午後２時30分（正午から午後１時を除く）
場 所 福祉センター会議室
その他 予約の必要はありません。

十倉厚生園『 収 穫 祭 』

11月15日㈯午前9時30分〜午後1時45分
※販売・舞台発表等は午前10時〜午後１時
会
場 千葉県立富里特別支援学校（富里市七栄483−2）
内
容 小学部のステージ発表、中学部・高等部の作業
製品販売、近隣施設の販売活動など
そ の 他 当日はスリッパ等の上履きをお持ちください。
千葉県立富里特別支援学校（担当：松本）
問合せ
☎（９２）２１００

富里福葉苑（担当：川戸）☎（９３）８１３３

ささえ愛（2）

日
場
定

時
所
員

参加資格
参 加 費
申 込 み

そ の 他

問合せ

12月10日（水）
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11月14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
無料
申込書は富里市社会福祉協議会にあり
ますので、必要事項を記入のうえお申
し込みください。
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。
富里市社会福祉協議会 ☎（９２）２４５１

ご存知ですか？このマーク…
「耳が不自由です」を表す 耳マーク
ストレスと高齢化社会で外目に見えない障がい＝
耳が不自由になった方は人と交わりたくても交われ
ないことで、コミュニケーションの機会が少なく引
きこもりがちになります。「聞こえない」なら「手
話」と思われますが、中途からの聴覚障がい者のコ
ミ手段にはなりえず、「書いて」伝えてもらうこと
が一番有効な方法です。
聴覚障がい者がごく普通に暮らすための社会環境
も少しずつ進んできました。この耳マークを病院・
銀行・行政機関の窓口・駅などで目にすることも多
くなりました。今、災害が頻発しています。「自助
・共助・公助」が必要です。障がい者は自分の障が
いを隠さず周りの人たちに知ってもらうことで、サ
ポートを受けやすくなり、またサポートもしやすく
なります。「耳マーク」で表示しましょう。
なお、「耳マーク」のバッジやカード、シールも
あります。
問合せ

ＮＰＯ法人千葉県中途失聴者・
難聴者協会 印旛香取事務所
ＦＡＸ ０４３（４６１）６５３３

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）が会員となり、センターが仲
介して会員同士が支え合います。開設から２年がた
ち、会員も１５０人を超えました。いつも優しく親子
に接してくださる提供・両方会員さんには、利用会
員さんからも感謝の言葉が届いています。これから
も地域に根ざした子育ての応援をしていきたいと思
いますので、まずは説明会にいらしてみませんか。
☆入会説明会☆
日 時 毎月第１水曜日 午前10時〜11時
会 場 富里市福祉センター
提供会員…市内在住で心身ともに健康な人（基礎
研修あり）
対象 利用会員…市内在住または在勤で１歳以上10歳未
満の児童がいる世帯
両方会員…提供と両方を兼ねる人（基礎研修あり）

そ の 他 その他 日時の合わない方は、個別の説
明も行っています。
富里市ファミリーサポートセンター
問合せ （社会福祉協議会内）☎（９２）２４５２
www.tomisatoshakyo.jp/family.html

平成26年度成年後見制度研修会
県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人との掛け
合いなどを通して、おもしろおかしく成年後見制度
の概要や職務を学び、制度の利用促進を図ります。
日
時 11月29日（土）午後１時30分〜４時
会
場 千葉市生涯学習センター
定
員 ３００名（申込先着順）
お申込 申込書をＦＡＸかE-mailで送
信（定員を超えた場合のみ連絡します）
締 切 り 11月20日（木）必着
参 加 費 ５００円（資料代）
申 込 み 各社会福祉協議会、各市町村行政等、
千葉県社会福祉協議会などで配布して
います。
千葉県社会福祉協議会
千葉県後見支援センター
☎ 043（204）6012 ＦＡＸ 043（204）6013
E-mail smile@chibakenshakyo.com
問合せ・申込み

県民福祉セミナー「災害にも
強い地域をつくろう」参加者募集
日
会
内

時
場
容

11月24日（月・祝）午前10時〜午後３時30分
千葉県経営者会館６階大ホール

講演Ⅰ「災害時要援護者支援の視点」
講師：佛教大学 福祉教育開発センター専任講師
後藤至功
講演Ⅱ「男女共同参画の視点から考える地域防災」
講師：早稲田大学招聘研究員
浅野幸子
シンポジウム「災害にも強い地域をつくろう」
千葉市総務局防災対策課長 飯田 正夫
岩手県災害福祉広域支援推進機構事務局
専門員 加藤良太
佐倉市中志津自治会長 宮内 勲
定
員 ２００名（先着順）
無料
参 加 費 参加費
申 込 み 11月16日までに千葉県男女共同参画セ
ンターへＦＡＸでお申し込みください
ＦＡＸ ０４３（２５２）８０３７
問合せ

千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進班 ☎ 043（245）1102
千葉県男女共同参画センター
☎ 043（252）8036

（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●実施期間10月１日〜12月31日●
厚生労働大臣の告示により、今年で６８回目を迎え全国一斉に
募金運動が展開されています。
お寄せいただいた赤い羽根募
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福祉団体の活動に活用される
ほか、大きな災害が発生した時の備えとして積み
立てられています。また、富里市の地域福祉活動
に役立たせていただいております。
市内の福祉団体・施設などへの助成、ゲ
ートボール大会やグラウンドゴルフ大会
の開催、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、災害見舞金などに活用させていただいております。

富里市での
使われ方
ボランティアさんが作ったお弁当を預かり、ボラ
ンティアさんが届けています【給食サービス】

募金（ぼきん）のながれ

ご家庭で

職場で

学校で

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。募金をいただいた方に『初音ミク』か『戦国
BASARA４』のクリアファイルを先着限定でプレゼントします。

赤い羽根共同募金と｢piapro｣、
「戦国BASARA４」
がコラボしました

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

福祉団体

障がい者のために

子どものために

その他全般にわたって

社会参加に

福祉教育・子どもの遊び場に

福祉車両の購入などに
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みなさまのやさしさに支えられています。ご理解とご協力をお願いします。

歳末たすけあい運動

平成26年度
『地域ふれあい事業』

【実施期間12月1日〜 12月31日】
「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環として地域住民やボランテ
ィア、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の協力のもと、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
展開するもので歳末たすけあい募金のご協力をお願いしております。
お寄せいただいた募金は、その年度（年末年始）に次のような活動に活用さ
せていただいております。なお、集まりました募金額により、計画の内容に変
更がある場合があります。

歳末慰問事業
ひとり暮らし高齢者（75歳以上）、身体障がい者1級所持者、在宅重度
知的障がい者の方々に担当地区の民生委員が、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。

地域ふれあい事業
市内の社会福祉施設、社会福祉を目的とするＮＰＯ法人、地区社会福祉
協議会が年末年始に実施する独自の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。

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。

【対象団体】
市内の社会福祉を目的とするＮＰＯ法人

【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】
平成２６年１０月３１日（金）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、本会会長が決定いたします。
富里第一地区社会福祉協議会主催
『富里福葉苑餅つき』より【地域ふれあい事業】

問合せ

社会福祉法人富里市社会福祉協議会
☎０４７６（９２）２４５１

（4）

ボランティアスタンプラリー
11/3 月

①車いす体験

10時スタート

福祉センター正面玄関

目の不自由な方、体の不自由な方、お年寄りの方の大変さを知り
車いすの使い方を学ぼう。 自分に何ができるかを考えてみよう！

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

どちらかを選んでね。

先着
30名

◎みんなの周りにあるいろいろな福祉マークを見つけてみよう。
◎自分がお年寄りになって大変さを知ろう。
（疑似体験）

ボランティア連絡協議会コーナー

バザー品提供のお願い

１１月３日（月）に開催する福祉まつりにおいて、バザーを出店します。
不用になった日用品などがありましたら、ご提供をお願いします。福祉センター
事務局にお持ちいただくか、ご自宅まで取りにうかがいますのでご連絡ください。

◎新品同様の衣類 ◎日用品
◎手作り品（例えば…ビーズで作ったネックレス、エプロン、小物など）
問合せ
ボランティアセンター
受付期間 １０月３０日（木）まで

新規

１１月３日（月）福祉まつりの準備のお手伝いをしてくださる方を募集しています。ボラ
ンティア活動に興味・関心があるけど、なかなか機会のなかった方、初めての方、大歓迎
です。ボランティアコーナーで開催する「スタンプラリー」のカード作りやお菓子詰め作業
を行います。お茶やおしゃべりしながら楽しい時間を過ごしませんか？
また、福祉まつり当日のお手伝いできる方も同時募集していますので、
お気軽にお問い合わせください。

日
会

時：１０月２４日（金）午前１０時〜正午
問合せ
ボランティアセンター
場：福祉センター

子育て支援スタッフ養成講座
地域で子どもやその家族を支える支援スタッフを養成することを目的としてファミリー
サポートセンターと共催で９月４日から３日間にわたり開
催しました。子どもの発達心理や子どもの安全について、
保育の実技（絵本読み聞かせ・手作り
おもちゃ作り）などをテーマとして行
い、
１９名が参加されました。
「現在の
子育て事情がわかり大変参考になっ
た」
「来年も開催してほしい」など多く １１月３日の福祉まつり「ファミリーサポートセンターコーナー」にて保育
実技で習ったペットボトルけん玉を作ります。ぜひ遊びにきてくださいね！！
の感想をいただきました。

ボランティアグループ紹介

「パソコンカフェ・iｔ塾」〜パソコンを通じての社会
参加と他グループの活動支援〜
会員数は１５名、現在会員同士の勉強会が中心となっ
ていますが、将来的には一般の方々を対象に講習会を開
催し交流・憩いの場を提供していく予定です。
講習会の概要は「パソコン体験」
「年賀状等の作成」
「タブレ
ット講習」です。さらに希望があれば福祉団体やボランティア
グループに対してＨＰやユーチューブに投稿し活動状況を紹介
して活動の普及に寄与していきたいと考えています。
問合せ

ボランティアセンターからのお知らせ

①〜③の体験が終了したら
参加費２００円でカントリー
「ガーデンピック」が作れるよ!!

小川☎０８０（４４２９）４８４５またはボランティアセンターまで

ボランティアグループインフォメーション
「富里ソレイユ」

〜エコキャップ運動を始めました！！〜

私たちのグループは平成１５年１２月に発足し１１年目を迎えました。
平成２０年からは「環境にやさしく」なおかつ「世界の子ども達を救える
」誰でも簡単に参加できる『エコキャップ運動』を始めました。運動当初
は、さまざまな意見をいただきましたが、現在は回収ボックスを福祉セン
ターや北部コミュニティセンター、スーパーヤオコーさん、
マルヘイさん
に設置させていただいています。また小学校には定期的に、各地域・各家
庭にご協力いただいています。
１０ｋｇ入りの回収専用袋に入れ、２ヵ月に
１回のペースでそれぞれの地域から回収し、無料で回収業者さんに回収
をお願いしています。６年目を迎えた現在、個数にして５，２０１，５８０
個、ワクチンの寄付は６，296人分となりました。今
後もメンバー一同頑張って活動していきます。
なお、
１１月３日の福祉まつりにて「富里ソレイユ」
「紅グループ」のブーステントに回収ボックスを設置
しますので、ご協力をお願いします。
問合せ

ボランティアセンター

「とみさとトイズクラブ」 〜おうちに眠っている
おもちゃを引取ります！！〜
もう遊ばなくなったおもちゃ、壊れて処分したいおもちゃを寄付してい
ただけませんか。
１１月３日「福祉まつり」で引取りコーナー
を設けます。息をふきかえしたおもちゃは子育て支援に取り
組んでいる団体さんに提供していきたいと考えています。

現場を学べた！感謝のことばをいただけた！ 問合せ 佐藤☎０９０（５９９６）２９４１
〜夏のボランティア体験〜
「スペシャルオリンピックス」 〜会場も新たに
ボランティア募集〜
７月２４日から８月２８日の猛暑の中、中学生から一般の方まで１９名の方がボランティ
ア体験に参加されました。ボランティアの意義や社会的役割を講義で学んだ後、保育所や
高齢者施設、障がい者施設、ボランティアグループの活動など
で笑顔いっぱいに体験を行いました。
参加した方々の声 ◎子どもたちにも個性があって、それぞれに対
（一部掲載）
応する先生の大変さを感じました。

◎授業で学ぶことがすべてではないと気がつきました。少しのこと
でも感謝の言葉をかけていただいたことはうれしかったです。
◎皆がすぐに仲良くしてくれたことです。

九十九荘デイサービスでの様子
「お茶はいかがですか？」

スポーツを通して、知的障がいのある方の地域参加と自立をめざすス
ペシャルオリンピックス日本・千葉では、９月よりテニスプログラムを芝
山町から富里ふるさと自然公園に会場を移して開催しています。第１・３
・５土曜日の１０時〜正午に練習をしていますので関心のある方はご連
絡のうえ、ぜひ一度見学にお越しください。
※１１月１日から３日まで福岡で開催されるナショナルゲーム
（全国大会）には富里市からテニス４名、サッカー１名の知的
障がいのあるアスリートが参加する予定です。
問合せ
高橋☎（９３）２６８８

