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参加者募集参加者募集参加者募集
２０１6年サマーチャリティゴルフ

in久能

２０１6年サマーチャリティゴルフ

in久能

◎寄付物品（敬称略）

◎指定寄付金として寄付（敬称略）
受領年月日
３月１０日
３月３０日
４月１２日
５月１２日
５月３０日
５月３０日

個人・団体名
オカリナ・木もれび
歌ごえ横丁
日吉台太極拳同好会
荒野暢子
千葉土建富里分会
日吉倉芸能のつどい

金　　額（円）
３，６３５
４，５３７
５，０００
６，０００
４，６００
１０，０００

受領年月日
３月２２日
３月３１日
４月２７日

個人・団体名
日吉台６丁目自治会
匿名
チョキの会

物品名
紙パンツ・尿とりパッド
車イス
切手

問合せ

日 時
会 場

講 師

参加費
申込み

８月７日㈰　午前10時～午後４時
成田市中央公民館講堂
成田市赤坂１－１－３
船橋市立西海神小学校教諭　菅谷恵子氏
講演「特性理解から一人一人にあった支援～」
※午前10時～正午（受付:午前９時30分～）
ＮＰＯ法人コスモスの花理事長／旭
中央病院小児科医師　前本達男氏
講演「発達障がいの方へのもう１つの医療的支
援～お薬を使う時にはどうしたらいい？～」
※午後２時～４時（受付:午後１時30分～）
無料
お名前・連絡先を記入の上、ＦＡＸに
て申込みをお願いします。

印旛地区自閉症協会事務局（瀧本）
☎／FAX（９４）０２６６

　学校、幼稚園、保育園などで子どもの気持
ちや行動をうまくくみ取れずに悩むことはあ
りませんか。子どもへのかかわりのヒントを
一緒に見つけましょう。

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

　富里市ファミリーサポートセンターは、保育施設の送迎や自宅での一時預
かりなど、子育てを地域でお手伝いする会員組織です。
　「子どもがすき！」「自分で出来ることを何かお手伝いしたい。」そんな思
いをお持ちの方、一緒に活動してみませんか。
まずは、お電話をお待ちしています。　　　
※基礎研修あり

提供会員募集中提供会員募集中

問合せ 申込み
・
問合せ

富里市シルバークラブ連合会事務局
（社会福祉協議会内）
　☎（９２）２４５１

問合せ
〒２８６－０２０３　富里市久能７２２
久能カントリー倶楽部
☎（９３）９０００　ＦＡＸ（９２）５０６３

日 時
会 場
定 員

参加資格

料 金
参 加 費
競技方法
申込方法

そ の 他

８月26日㈮
久能カントリー倶楽部
先着４０組（申込み締切日は７月29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。）
①プロおよびゴルフ場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。
１５，０００円（昼食付・消費税込）
  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
ゴルフ場に直接お電話のうえ、所定の申込書を
郵送またはＦＡＸ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。
プレーフィの一部を富里市社会福祉協議会に寄
付いたします。

７月９日（土）午後３時～７時30分
富里福葉苑　富里市中沢９７５－３
◆盆踊り　◆チャリティビンゴ大会
◆模擬店　◆ゲームコーナーなど
富里福葉苑（担当：池田）
　☎（９３）８１３３

日　時
会　場
内　容

問合せ

障害者支援施設  富里福葉苑

８月10日（水）午後４時～８時
協和厚生園・日吉厚生園グラウンド
富里市日吉倉１０８２－３
◆盆踊り　◆みこし巡行　◆ステージ発表
◆夜店（食品やゲーム）◆花火大会など
協和厚生園　☎（９３）１５３５

日　時
会　場

内　容

問合せ

障害者支援施設　協和厚生園
生活介護事業所　日吉厚生園

７月31日（日）午後４時～８時
九十九荘　富里市立沢新田192－16
◆歌謡ステージ　◆模擬店　
◆ゲーム　　◆花火大会など
九十九荘　☎（９１）１２３１

日　時
会　場
内　容

問合せ

特別養護老人ホーム  九十九荘

問合せ 富里市社会福祉協議会  ☎（92）2451

問合せ
〒２６０－８５０８　千葉市中央区千葉港４－３
千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
☎０４３（２０４）１６１０ ＦＡＸ０４３（２４１）５１２１
ホームページ http://www.chibakenshakyo.com/

問合せ
　　　　　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/

日 時

場 所
その他

毎週火曜日
午前１０時～午後２時３０分
（正午から午後１時を除く）
富里市福祉センター
予約の必要はありません。

日 時

場 所
その他

６月28日㈫・７月26日㈫・
８月23日㈫
午前１０時～午後２時３０分
（正午から午後１時を除く）
富里市福祉センター
予約の必要はありません。

日 時
会 場

参加方法

７月17日㈰　午後１時～４時
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。

試 験 日
受 験 資 格

申込書配布期間
申込書配布場所

申込み受付期間

１０月２日㈰　午前１０時～正午
医療・保健・福祉分野の有資格者など
で一定期間以上の実務経験のある方
６月３０日 ㈭ まで
①富里市高齢者福祉課
②富里市社会福祉協議会
③千葉県社会福祉協議会
④千葉県高齢者福祉課
⑤千葉県福祉人材センター
（ＪＲ千葉駅前）
⑥各県健康福祉センター
６月３０日 ㈭ 最終日消印有効
簡易書留による郵送のみの受付です。

　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・事業所の採用担当
者との個別面談や福祉職場に関する相談等を
行い、福祉・介護人材の確保と就労をサポート
します。

　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。

心配ごとや悩みごとは
ありませんか？

心配ごとや悩みごとは
ありませんか？

　　～発達が気になる
子どもへのアプローチ～
　　～発達が気になる
子どもへのアプローチ～

 「ひとりでの参加は不安…」「一緒に楽しめる友達
がいない…」など悩んでいませんか。
　シルバークラブでは、さまざまな活動をとおして
心と身体の健康の保持増進を図っています。これま
での知識や経験を活かしながら、ともに活躍の場を
広げ、みんなで一緒に楽しみませんか。現在、２０ク
ラブ８２４名のみなさんが活動されています。興味・
関心のある方は、ぜひご連絡をお待ちしています。

　たとえば…
○文化活動
　演芸会の観覧、囲碁将棋大会等への参加、
各種講習会の参加、作品の出展、カラオケなど
○スポーツ活動
　ゲートボール、グラウンドゴルフ、体操やヨ
ガの教室、運動会など
○奉仕活動
　身近な道路や公園等の清掃、子どもとの交
流や見守り、行事ボランティアなど

富里市シルバークラブ
　  の会員募集
富里市シルバークラブ
　  の会員募集

平成２8年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

平成２8年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

平成２8年度 第１回
『福祉のしごと就職フェアinちば』

平成２8年度 第１回
『福祉のしごと就職フェアinちば』

心配ごと相談

人権・行政・心配ごと合同相談

講演会

社協のふくし　ささえ愛（2）



（3）社協のふくし　ささえ愛

※年間をとおして計画してある日程は、会場等の都合で変更になる場合がありますので、お問合せのうえご参加ください。

ねこな『ちょこっと』サロン
～根木名地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 高谷正敏　☎（９３）９２３７

６ 月23日㈭　７ 月28日㈭　８ 月25日㈭
10月27日㈭　11月24日㈭　12月22日㈭　
１ 月26日㈭　２ 月23日㈭　３ 月23日㈭
午前９時３０分～正午
根木名公民館
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料

子育てキラキラ
～富里南地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 加藤雅子　☎（９３）８７２０

６月16日㈭　７月21日㈭　８月23日㈫　９月15日㈭　10月20日㈭
11月22日㈫　12月15日㈭　１月24日㈫　２月16日㈭　３月16日㈭
午前１０時～正午　
富里市福祉センター　※１０月は十倉厚生園
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料（８月・１２月・１月は、１家族１００円）

すくすくひろば ～富里第一地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 田所悦子　☎ （９３）１８１４

 ６月23日㈭　 ７月28日㈭　 ９月15日㈭　
10月27日㈭　11月24日㈭　12月15日㈭
 １月26日㈭　 ２月23日㈭　 ３月23日㈭
午前１０時～１１時３０分
南平台自治会館
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料

子育てサロン浩養
～浩養地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先

 ７月 ８日㈮　 ９月 ９日㈮　10月14日㈮
11月11日㈮　12月 ９日㈮　 １月13日㈮
 ２月10日㈮　 ３月 ３日㈮
午前９時～正午
浩養小学校内会議室　※１０月は十倉厚生園
０歳児～就学前の子どもと保護者
１家族１００円

ちょっとほっとタイム
～七栄地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 石井義信　☎（９３）１４４７

 ７月６日㈬　 ８月４日㈭　 ９月７日㈬　１０月４日㈫
11月４日㈮　12月７日㈬　 ２月１日㈬　　３月１日㈬
午前１０時～１１時３０分
中部ふれあいセンター
おおむね２～３歳児と保護者
無料

ほっかほかクラブ
～日吉台地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 石井幸子　☎（９２）２０７１

 ６月27日㈪　７月25日㈪　９月26日㈪　10月24日㈪
11月28日㈪　１月23日㈪　２月27日㈪　 ３月27日㈪
午前１０時～１１時４５分
北部コミュニティセンター
おおむね０歳児～３歳児と保護者
１家族１００円（保険代・おやつ代）

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 江原和江　☎（９４）０８３４

７月19日㈫　８月22日㈪　９月13日㈫　10月18日㈫　11月21日㈪
12月６日㈫　１月17日㈫　２月21日㈫　 ３月７日㈫
午前１０時～正午
二区協同館（洗心小学校の隣）
０歳児～就園前の子どもと保護者
無料

ねこな『ちょこっと』サロン 子育てキラキラ

すくすくひろば 子育てサロン浩養

ちょっとほっとタイム

～富里地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
対　象
利用料

連絡先 越川美代子　☎（９３）２１８０

６月15日㈬　８月17日㈬　10月19日㈬　12月21日㈬　２月15日㈬
午前１０時～正午
富里市福祉センター
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料

子育て交流会

ほっかほかクラブ

ママと子どもがホッとできる時間をわたしたちは応援しています。

親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方があるだからこそ伝えたい親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方があるだからこそ伝えたい親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方があるだからこそ伝えたい

こんなとき、

みんなどうしてる…
？

あ～もぉ

イライラする！
子育ては楽しいけど、

たまには

自分だって充電したい
！！

本橋幸子　☎（９４）１２８４
宮川朱実　☎（９４）１０８５

なかよし『おしゃべりひろば』
～洗心地区社会福祉協議会～

なかよし『おしゃべりひろば』

平成28年度版平成28年度版平成28年度版

子育てに悩みや不安はつきものです。
でも、あなたの子育てを応援してくれる人が

いるとしたら・・・？
ひとりで考え込まず、もっと地域
の人たちを頼ってください。
あなたの子育てをみんなで応援し
たい。時には『ちょっとだけ』手
をぬいてみてください。

すきなときに来て自由にくつろいでもらえる
時間を提供したり、みんなで楽しいイベント
を開催したりする子育ての広場です。
今号では、小学校区ご
とに活動されている地
区社会福祉協議会の活
動をご紹介します。 

『子育てママへのメッセージ』『子育てママへのメッセージ』『子育てママへのメッセージ』




