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会費収入
補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
利用料収入
介護保険収入
障害福祉サービス等事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立金取崩収入
繰越金

計

4,367,000
20,253,000

72,000
23,441,000
250,000
505,000

4,027,000
9,829,000

2,000
25,000
20,000

23,397,000
11,095,000
97,283,000

科　　目  金額

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
基金積立金支出
積立資金支出
その他の活動による支出
予備費

計

60,844,000
10,675,000
8,826,000
250,000

2,000,000
6,832,000
2,101,000
1,448,000
3,307,000
1,000,000
97,283,000

科　　目 金額

収　入

支　出

単位（円）

単位（円）

　近年、富里市においても少子高齢化の進行、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加、
そして、地域住民同士の関係性の希薄化、社会的な貧困などにより、福祉ニーズは多様化
しております。
　また、それらの問題が相互に関わり合うことで複雑化しているところが近年の福祉ニー

ズの特徴と言えます。
　このような状況の中、平成29年度に富里市社会福祉協議会は第２次地域福祉活動計画（平成29年
度～33年度）を策定しました。「手をつないで広げよう！助け合い・支え合いの輪」を基本理念としたこの
計画に基づき、今年度は、計画の中間年にあたるため、これまでの目標を踏襲しつつ、必要に応じた計画
の見直し等を図っていく年になります。
　財政面では、例年になく補助金や委託金が厳しい状況にあります。会費や共同募金などの財源確保
に向け、広報・啓発活動を実施し、社会福祉協議会への理解が深まるよう取り組んでまいります。また、
事業の見直しについては継続的に実施を行い、経費削減を実施し、限りのある財源を効果的に活用で
きるよう努めてまいります。

一般会費
年一口 500円
市内に在住する世帯

協力会費
年一口1,000円

個人の方等

団体会費
年一口5,000円

団体・法人等

　富里市社会福祉協議会（社協）では「誰もが安心して暮らせ
るまちづくり」をすすめていくため、地区社会福祉協議会等の
地域福祉活動・在宅福祉活動・ボランティア活動などさまざま
な活動に取り組んでいます。
　各種事業をすすめるための主な財源は、補助金や委託費等の
「公費財源」と住民のみなさまにお願いする会費や共同募金の
「民間財源」です。中でも会費は社協のもっとも重要な自主財
源であり福祉活動を支えています。社協の活動にご理解をいた
だき多くの方のご協力をお願いいたします。
【会員募集推進期間】
　会員は１年を通して募集していますが、特に６月から７月を
推進期間として区や自治会を通してみなさまに加入をお願いし
ています。

～会 員 募 集～～会 員 募 集～～会 員 募 集～
富里市社会福祉協議会の会費納入にご協力ください

みなさまからの会費の使われ方（平成30年度実績より）

収　支　予　算　書
基本方針

　今年度の敬老会も地区社会福祉協議会（小学校区および
洗心地区）が主催となり、９月～１０月にかけて市内８地
区で開催されます。
　この事業は富里市より委託を受け「敬老の日」の行事と
して、市内に居住する７５歳以上の方に対し、多年にわた
り社会に尽くされたことに敬意を表するとともに、地域み
んなで長寿をお祝いすることを目的に開催するものです。

　※対象の方については、お住まいの地区の地区社会福祉協議会を  
　　通じて詳しいご案内をさしあげます。

【敬老会開催予定日・予定会場】

社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要令和元年度令和元年度

金婚をお祝いします金婚をお祝いします金婚をお祝いします金婚をお祝いします

結婚５０周年を
迎えるご夫婦に
記念品を贈呈

結婚５０周年を
迎えるご夫婦に
記念品を贈呈

■対　　象　

■申込期日　

■申込方法　

■そ  の  他　

問合せ・申込先
　富里市社会福祉協議会　☎（９２）２４５１

昭和45年３月31日以前に婚姻
届を提出したご夫婦。
※これまでに贈呈を受けたご夫
婦は対象になりません。
令和元年７月16日（火）
　　　　　 ～８月30日（金）
富里市福祉センター（社会福祉
協議会事務局）・日吉台出張所
に申込書がございますので、必
要事項をご記入いただきお申込
みください。
各地区で開催される敬老会にご
招待し、贈呈させていただきます。
詳しくは、お問い合わせください。

　今年度の敬老会も地区社会福祉協議会（小学校区および

令和元年度敬老会の
　 開催日程について
令和元年度敬老会の
　 開催日程について
令和元年度敬老会の
　 開催日程について

会　　場
七 栄小 学 校 体育館
富里南小学校体育館
富里第一小学校体育館
根木名小学校体育館
浩 養小 学 校 体育館
富里小 学 校 体育館
日吉台小学校体育館
二 区 協 同 館

開催予定日
９月１４日（土）
　９月１８日（水）
１０月  １日（火）
１０月  ５日（土）
１０月  ５日（土）
１０月１１日（金）
１０月１２日（土）
１０月２０日（日）

地　区　名
七栄地区社会福祉協議会
富里南地区社会福祉協議会
富里第一地区社会福祉協議会
根木名地区社会福祉協議会
浩養地区社会福祉協議会
富里地区社会福祉協議会
日吉台地区社会福祉協議会
洗心地区社会福祉協議会

会費収入合計
計

4,403,870
単位（円）

H30年

地域ぐるみネットワーク事業
988,190

ボランティアC運営
615,626

法人事業費
979,655

法人運営費
1,281,617

心配ごと相談事業
80,308

マイクロバス貸出
458,474

◎法人運営事業
　・理事会、評議員会の開催　・監査の実施（監事会、内部会計監査）　・支部長会議の開催
　・会員募集　・寄付金品の受入れ　・マイクロバスの貸出　・福祉功労者等表彰式の開催
◎地域福祉活動推進事業
　・心配ごと相談所の開設　・団体活動助成事業　・地区社会福祉協議会活動の支援
　・富里市福祉まつりの開催　・福祉のまちづくり推進ポスター、標語の募集
◎ボランティアセンター運営事業
　・ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報活動
　・ボランティア養成講座の開催（ボランティア入門講座、外出介助ボランティア講座、介護予防
　　ボランティア講座、災害入門講座、夏休みボランティア体験）
　・ボランティア連絡協議会活動の支援
◎共同募金配分金事業（赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動）
　・高齢者交流ゲートボール大会の開催　・グラウンドゴルフ大会の開催　・給食サービス事業
　・災害見舞金の支給、応急援護費交付事業　・広報紙「社協のふくしささえ愛」の発行（年３回）
　・ホームページ等による情報提供　・福祉団体等助成事業　・新春ふくし寄席交流会の開催
　・歳末たすけあい配分事業（歳末見舞事業、地域ふれあい事業）
◎在宅福祉事業
　・福祉機器貸出事業（車椅子）
◎受託事業
　・移送サービス事業
　・相談支援事業（障害者相談支援事業、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所）
　・生活福祉資金貸付事業　・臨時特例つなぎ資金貸付事業
　・日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助、財産管理サービス、財産保全サービス）
　・高齢者地域コミュニティ形成事業（地区敬老会の開催）
◎貸付事業
　・小口資金貸付事業
◎法人後見事業
◎介護保険事業
　・居宅介護支援事業（ケアプラン作成、介護認定調査）
◎福祉センター管理運営事業
　・老人福祉センター、地域福祉センターの管理運営
◎地域公益事業
　・ささえ愛サロン（高齢者サロン）の運営
◎富里市シルバークラブ連合会および富里市ゲートボール協会の事務局



夏祭りのご案内夏祭りのご案内夏祭りのご案内

日 時
会 場

講 師

参加費
申込み

８月１８日（日）午前１０時～正午
成田市中央公民館講堂
成田市赤坂１－１－３
千葉県発達障害者支援センター
主任相談員　大森五月氏
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。

　富里市社会福祉協議会が指定管理
を行っている、富里市福祉センターは
給水設備の故障により、設備の修繕
を実施するまでの間、全館休館とな
ります。
　なお、ご利用のみなさまには、ご不
便とご迷惑をおかけいたしますが、ご
理解、ご協力をお願いいたします。
再開の情報等については、富里市社
会福祉協議会ホームページをご覧い
ただくか、富里市福祉センターまでお
問合せください。

　現在、富里市社会福祉協議会にて実施している、福祉機器
の貸出のうち、介護用ベッドの貸出について、ベッドの老朽化
や介護保険制度外のベッド貸出を行う福祉事業者もおり、
事業の見直しを行った結果、９月３０日（月）をもって貸出を
終了することとなりました。ご利用者の皆さまにおかれまし
ては、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいます
よう、お願い申し上げます。
　なお、９月３０日（月）までに申請書をご提出いただいた場
合については、貸出期間の満了日まで継続してご利用いただ
けます。また、車いすの貸出については今後も継続して実施
してまいります。

　日常生活を過ごす中で、判断に不安を抱える高齢
の方や障がいのある方が、地域で安心して暮らしてい
けるよう、福祉サービスの利用に関する手続きや毎
日の暮らしに欠かせない金銭管理のお手伝いをしま
す。
　また、大切な印鑑や証書などを安全な場所でお預
かりすることもできます。
　専門員が訪問し、困りごとや生活状況、希望などを
お聞きします。ご相談しながらお手伝いの内容を一
緒に考え、支援計画を立てます。
　契約後は、必要に応じて支援の内容を変更するこ
ともでき、お手伝いの必要がなくなったらいつでも解
約することができます。
　また、１時間１，０００円と交通費や年会費などの
利用料が掛かります。
　まずは、お気軽にご連絡ください。

すまいる（日常生活自立支援事業）の

ご紹介

心配ごとや
悩みごとはありませんか？

問合せ

申込み・問合せ

富里市社会福祉協議会 ☎（９２）２４５１問合せ
富里市福祉センター
（社会福祉協議会内）
☎（９２）２３０１

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２3日（金）
久能カントリー倶楽部
先着３８組（申込み締切日は７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。）
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。
１５，５００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13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：栗谷川）
☎（９３）８１３３

日　時
会　場
内　容

問合せ

指定障害者支援施設　富里福葉苑

８月11日（日）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 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/

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２５日㈫・７月２３日㈫・８月２７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。

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１3日（日）午前１０時～
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
※平成３０年度から受験資格要件が変更されています。
詳しくはお問合せください。
６月２９日（土）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（日）最終日消印有効
簡易書留による郵送のみの受付です。

　誰でも人に言えない悩みや心配ごとを１つや２つ
持っていると思います。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。

　　～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～

福祉機器（介護用ベット）
貸出終了のお知らせ

２０１９年千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

２０１９年千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

心配ごと相談

人権・行政・心配ごと合同相談

講演会

７月28日（日）午後４時～７時30分
九十九荘　富里市立沢新田192－16
◆盆踊り　◆花火大会
◆ゲームコーナー
◆模擬店など（一部有料あり）
九十九荘　☎（９１）１２３１

参加者募集参加者募集参加者募集
２０１9年サマーチャリティゴルフin久能２０１9年サマーチャリティゴルフin久能

福祉機器福祉機器福祉機器福祉センター利用休止の
お知らせ

　富里市社会福祉協議会が指定管理を行っている、福祉センターを活用してみま
せんか。市内在住の６０歳以上の方や福祉活動を行う団体・個人の方がご利用に
なれます。また、老人福祉センターでは毎週月・水・金は、【囲碁・将棋・カラオケ】
の一般開放も行っています。

社会福祉法人千葉いのちの電話事務局
（月～金　午前９時～午後５時）
☎０４３（２２２）４416
ホームページ千葉いのちの電話

　千葉いのちの電話ではボランティア相談員を募集
しています。

社会福祉法人千葉いのちの電話
～第３２期電話ボランティア相談員募集～

申込み・問合せ

応募資格

研修期間
受 講 料
申込締切

①年齢20歳以上（2019年４月現在）
②資格・経験不問
③基礎研修講座第Ⅰ～Ⅳの各課程を原則
全出席と宿泊研修に出席できること
2019年９月～2021年２月
有料
7月31日（水）当日消印有効

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。

～根木名地区社会福祉協議会～

連絡先

高谷正敏　☎（９３）９２３７

～富里南地区社会福祉協議会～

連絡先

加藤　雅子　☎（９３）８７２０

～富里第一地区社会福祉協議会～

連絡先

田所悦子　☎ （９３）１８１４

～浩養地区社会福祉協議会～

連絡先

～七栄地区社会福祉協議会～

連絡先

小湊憲一　☎（９３）２５３３

～日吉台地区社会福祉協議会～

日　時

会　場
利用料

連絡先

髙德詩子　☎（９３）２７５５

 ６月24日㈪　７月22日㈪
 ９月23日㈪  10月28日㈪
11月25日㈪　１月27日㈪
 ２月24日㈪　３月23日㈪
午前１０時～正午
北部コミュニティセンター
１家族１００円（保険代・
おやつ代）

日　時

会　場

利用料

 ８月 ６日㈫  10月 １日㈫
10月15日㈫  12月17日㈫   
 ３月17日㈫
午前１０時～正午
富里市福祉センター
※10月15日は十倉厚生園
無料（イベント内容により
一部負担あり）

日　時

会　場
利用料

 ７月３日㈬　 ８月８日㈭
 ９月４日㈬　10月２日㈬
11月６日㈬　12月４日㈬
 ２月５日㈬　 ３月４日㈬
午前１０時～１１時３０分
中部ふれあいセンター
無料

日　時

会　場

利用料

 ６月27日㈭　７月25日㈭  
 ９月26日㈭  10月24日㈭
11月28日㈭  12月19日㈭
 ２月27日㈭　３月26日㈭
午前１０時～１１時３０分
中沢集会場
（向台子ども園の隣）
無料

日　時

会　場

利用料

 ９月12日㈭ 10月10日㈭
11月 ７日㈭ 12月12日㈭ 
 １月16日㈭  ２月13日㈭
 ２月28日㈮
午前９時３０分～正午
浩養小学校会議室
※１０月は十倉厚生園
１家族１００円

日　時

会　場

利用料

 ７月 ９日㈫  ８月27日㈫   
 ９月10日㈫ 10月 ８日㈫
11月12日㈫ 12月 ３日㈫
 １月21日㈫  ２月 ４日㈫
 ３月10日㈫
午前１０時～正午
二区協同館
（旧洗心小学校の隣）
無料

日　時

会　場
利用料

 ６月19日㈬  ８月21日㈬
10月16日㈬ 12月18日㈬ 
 ２月19日㈬
午前１０時～正午
富里市福祉センター
無料

日　時

会　場
利用料

 ６月27日㈭  ７月25日㈭  
 ８月22日㈭  ９月26日㈭
10月24日㈭ 11月28日㈭
12月19日㈭  １月23日㈭ 
 ２月27日㈭  ３月26日㈭
午前１０時～正午
根木名公民館
無料

連絡先

江原和江　☎（９４）０８３４

 ねこな
『ちょこっと』サロン

子育てキラキラみんなでキラキラ

すくすくひろばすくすくひろば

子育てサロン浩養子育てサロン浩養

ちょっとほっとタイムちょっとほっとタイム
～富里地区社会福祉協議会～

連絡先

越川美代子　☎（９３）２１８０

子育て交流会ほっかほかクラブほっかほかクラブ

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
佐々木佳代　☎（９４）１８９０

～洗心地区社会福祉協議会～

 なかよし
『おしゃべりひろば』
 なかよし
『おしゃべりひろば』

令和元年度版令和元年度版令和元年度版 地区社会福祉協議会の子育て支援の日程地区社会福祉協議会の子育て支援の日程地区社会福祉協議会の子育て支援の日程

　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。
　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。

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。

〒２８６－０２２１
富里市七栄６５３－２　富里市社会福祉協議会
☎（９２）２４５１　ＦＡＸ（９２）２４９５

●回収ボックスの設置場所
　富里市福祉センターロビー
 
●回収の対象
　※金属の付いてない入れ歯は回収できません
　『入れ歯』
　①金属の付いている入れ歯（歯にかける
　　バネ「クラスプ」が付いているもの）
　②歯にかぶせた「クラウン」
　③歯に詰めた「インレー」
　④歯と歯をつないだ「ブリッジ」
『アクセサリー』
　①ネックレス、ピアス、リング
　②金製品、銀製品など

●寄付の方法
『入れ歯』
　①入れ歯の汚れを落とし、熱湯か入れ歯洗
浄剤（除菌タイプ）で消毒してください。

　②新聞広告等の厚い紙で入れ歯を包み、
ビニール袋に入れて回収ボックスに投入
してください。

『アクセサリー』
　①紙に包み、ビニール袋に入れて回収ボ
ックスに投入してください。

不要になった
入れ歯やアクセサリーの
ご寄付にご協力ください

不要になった
入れ歯やアクセサリーの
ご寄付にご協力ください

不要になった
入れ歯やアクセサリーの
ご寄付にご協力ください

　富里市社会福祉協議会ではＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会と提携して、不要入れ
歯等回収ボックスを設置しています。
　入れ歯やアクセサリーに使われている金属を精製して換金することで得た収益金が富里
市社会福祉協議会と㈶日本ユニセフ協会に贈られます。ぜひご家庭で使わなくなったアク
セサリー（ネックレス・ピアス・リング等）がありましたら、ご協力をお願いします。

お問合せ

『入れ歯』で
福祉活動

『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』

◎指定寄付金（地域福祉事業・福祉まつり・ボランティア活動など）
　として寄付（敬称略）

受領年月日
２月２１日
２月２５日
３月２６日
３月２９日
４月　１日
４月　５日
４月１６日
４月１６日
４月１８日
４月１８日
４月１９日
５月　７日

個人・団体名
バレエ・ピルエット
富里市歌謡協会
福祉センター　カラオケ募金箱
富里ライオンズクラブ
㈲アキバ電器（愛の箱）
ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会
オカリナ　木もれび
歌ごえ横丁
富里市シルバークラブ連合会カラオケ部
木曜会
㈱ナリタヤ富里店
おしゃれなとみさとマルシェ実行委員会

金　額（円）
２０，０００
３３，１６７
１，３１０
５０，０００
１６，５５０
９，２６３
２，３１４
２，５５４
１０，０００
１０，０００
３０，０００
２１，３００

　精神科医師による専門の相
談です。本人はもちろん、ご
家族だけでも利用できます。

問合せ

こころの相談こころの相談

富里市社会福祉協議会　☎（９０）００８１

日 　 時

場 所
そ の 他

７月１２日㈮・９月１３日㈮
午後２時～４時
富里市福祉センター
３０分ごとの予約制となりますので、
事前にお申込みください。

※愛の箱…お店に設置させていただいている募金箱です。



◎高齢者施設体験…レクリエーションのお手伝い、お茶出し、お話し相手など

◎障がい者施設体験…作業のお手伝い、入所者さんとの交流など

◎保育園・こども園・学童クラブの体験…先生のお手伝い、子どもたちと遊ぼう

◎ボランティアグループの活動体験

社協のふくし　ささえ愛（4）

九十九荘

ＮＰＯ法人あい愛葉山ホーム

富里市社会福祉協議会
ささえ愛サロン

ＣＳＫシニアハウス
ＣＳＫスーパーデイサービス

７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前９時～午後３時　 ※日曜日を除く
７月２４日㈬～８月３０日㈮
午後１時３０分～４時　※日曜日を除く
７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前１０時～午後４時  ※日曜日を除く
８月６日㈫・２０日㈫・２７日㈫
午前９時～午後３時　 ※活動時間相談あり

立沢新田１９２－１６ １日につき各３名

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

〞

御料１１３９－３３

日吉倉１３－８

富里市福祉センター
富里市七栄６５３－２

施　設　名 日　　　　程 住　　　所 募集人数

チョキの会

サルビア

末廣倶楽部

絵手紙サークルつくしんぼ

子ども食堂・とみさと

７月２４日㈬午前１０時～正午
※使用済み切手の整理

７月２９日㈪・８月１９日㈪
午前１０時～１１時３０分
※清掃・除草作業のお手伝い
８月１６日㈮・２３日㈮
午前１０時～正午
※給食サービスに添える絵手紙づくり

８月２２日㈭午前１０時～１１時３０分
※高齢者施設での余暇活動のお手伝い

８月１１日㈰・２５日㈰
午前９時～午後４時　 ※活動時間相談あり
※カレー作りと子どもたちとの交流

富里市福祉センター
富里市七栄６５３－２

１日につき
各３名

富里市福祉センター
富里市七栄６５３－２

中部ふれあいセンター
富里市七栄４４８－１０

九十九荘
立沢新田１９２－１６

旧岩﨑家末廣別邸
富里市七栄６５０－２５

グループ名 日程・内容 会　　　場 募集人数

日　時　７月22日㈪
会　場　北部コミュニティセンター
　　　　午前１０時３０分～１１時３０分
　　　　富里市福祉センター
　　　　午後１時３０分～２時３０分
内　容　ボランティア活動の心構えなど

対　象　市内在住または在学在勤の中学生以上の方
参加費　無料（ただし、食事代などの実費あり）
定　員　各施設１日につき３名以内（ただし、保育園・
　　　　こども園・学童クラブは学生のみとなります。）
申込み　７月19日㈮までに申込書を提出。申込書は、
　　　　窓口配布またはＨＰから申込書をダウンロー
　　　　ドできます。
問合せ　富里市ボランティアセンター　　
　　　　☎（92）8221　ＦＡＸ（92）2495
　　　　 ホームページ http://www.tomisatoshakyo.jp/

《オリエンテーション》

《申込み・問合せ》

夏の
ボランティア体験
参加者募集

夏の
ボランティア体験
参加者募集

夏の
ボランティア体験
参加者募集

夏の
ボランティア体験
参加者募集

　ボランティア活動に参加してみたいけれど、なか
なかきっかけがつかめなかった方や、学生さんは夏
休みを利用して、市内保育園・社会福祉施設・ボラン
ティアグループとの活動に参加してみませんか？

申込み

その他

問合せ・申込み

６月２９日㈯までに申込み用紙をとみさと市民活動サポートセンターへ提出。（ＦＡ
Ｘも可能ですが、先着順のため送信した旨を必ず電話連絡してください。）なお、
申込用紙は上記のほか、市民活動推進課・とみさと市民活動サポートセンター窓
口での配付、または市ホームページからダウンロードおよび印刷ができます。

体験したことの「まとめ新聞」をつくろう！（参加自由） 
日　時　８月２３日㈮～２４日㈯
　　　　午前１０時～午後４時（都合の良い時間にお越しください）
会　場　とみさと市民活動サポートセンター　　　　
　　　　とみさと市民活動サポートセンター（水・日・祝日は休館）
　　　　☎/ＦＡＸ（９３）４１２３

日吉厚生園

協和厚生園

十倉厚生園
ＮＰＯ法人恵み野会
地域生活支援　大地・太陽

７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前９時～午後３時　 ※土・日・お盆を除く
７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前９時～午後４時　 ※土・日・お盆を除く
７月３０日㈫～８月２３日㈮
午前９時～午後４時　 ※土・日・お盆を除く
７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前９時～午後４時　 ※土・日・お盆を除く

１日につき各３名日吉倉１０８２－６

日吉倉１０８２－３

十倉２４４３
七栄１４６－１（大地）
七栄４７８－８８（太陽）

施　設　名 日　　　　程 住　　　所 募集人数

７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前９時１５分～午後５時　※日曜日・お盆を除く
※活動時間相談あり
７月２９日㈪～８月１日㈭
午前９時～午後３時
７月２４日㈬～８月３０日㈮
午前９時～午後４時
※土・日・お盆・８月２２日㈭・２３日㈮を除く
７月３０日㈫・３１日㈬
午前９時１５分～午後４時

七栄２９９－９

御料１１６

御料１００９－３２

御料９２３－１

日吉倉７７６－１

7月25日㈭・26日㈮
午前９時～午後４時　 ※昼食実費あり（３４０円）

１日につき各３名
※学生のみ

七栄２９９－４富里保育園

こひつじ保育園

若草児童館学童クラブ

葉山こども園
葉山キッズ・ランド
学童クラブ

青空保育園

施　設　名 日　　　　程 住　　　所 募集人数

7月29日㈪～8月9日㈮
午前１０時～午後４時  ※土・日を除く

１日につき各２名
※学生のみ

協働のまちづくり講座  夏休み！ 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座 協働のまちづくり講座  夏休み！ 夏休み！ 夏休み！  小学生ボランティア体験 参加者募集

外出介助ボランティア講座
　加齢や病気などで、ひとりで外出することが困難な方の「散歩に
行きたい」「買い物に行きたい」などのニーズを叶えるために、外出
に付き添い、社会参加を支援するボランティアを養成します。
日　時　７月１９日㈮午後１時３０分～４時
会　場　富里市福祉センター
内　容　ボランティアの基礎知識・市の外出手段について
　　　　高齢者・障がい者の外出支援方法、実践「車いすの操作法・歩行介助」
定　員　先着１５名（市内在住・在勤の方）
参加費　無料
申込み　７月1７日㈬まで
問合せ・申込み　富里市ボランティアセンター

　富里市では、社会貢献活動への関心を高めるため、市内の小学生を対象にボランティ
ア体験を実施します。みなさんの身近なところで活躍している１０の市民活動団体がプ
ログラムを提供します。プログラム内容が記載されている参加募集チラシや申込用紙
は、各小学校を通じて児童に配付しています。

ボランティア連絡協議会コーナー

　パラスポーツ「ボッチャ」の楽しさとルールを紹介していま
す。地域交流や多世代交流を通じて、子ども・障がい者・高齢
者・市民団体など、みんなで頭と体を使って楽しみながら明る
く元気に交流することを目的としています。
　平成３０年６月に設立し、現在の会員は２４名です。
●ボッチャってなに？？
　ヨーロッパで生まれた重度脳性まひ者や四肢重度機能障がい者のために考案され
たスポーツで、２０２０年東京パラリンピックの正式種目です。
●現在の活動
　市内の介護施設・障がいのある方々が集う施設・学童施設・児童館・幼稚園・地域の集
会所などで、ボッチャを紹介しゲームの審判などをしています。また、月２回、市民活動サ
ポートセンターで定例会を実施しています。興味のある方はお気軽にお問合せください。
問合せ　井上☎０９０（１１１５）９２８６

【とみさとボッチャの会】

【総会】
　５月１５日に富里市福祉センターを会場に「総会」を開催し、個人やグループ
より４６名の参加がありました。総会終了後は、富里市消費生活センターより
「昨今の消費者生活に関する被害例」について説明があり、対処法として「相
手の話に乗せられないよう、きっぱりと断る練習」などの講話がありました。
【個人ボランティアの集い】
　ボランティアセンターに登録されている個人ボラン
ティアをはじめ、これからボランティア活動を始めたい
と思っている方を対象に集いを開催します。
日　時　８月２７日㈫午前１０時～正午
内　容　ボッチャ体験・活動紹介・情報交換など
申込み　８月２１日㈬までにボランティアセンターへ

【デイサービスボランティア】
　知的・身体に障がいを抱えている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（お茶出し、身だしなみ）など
です。月２～４回、また短時間でもＯＫ。随時、見学も受付けていますので、興味
のある方はぜひご連絡をお願いします。
問合せ　デイとくら・輝（担当：平野）
　　　　富里市十倉２４４３（十倉厚生園内）☎（９４）２１０４

富里市消費生活センターの講演
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ボランティア募集


