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　住み慣れた地域で暮らしていくために必要なサ
ービスの構築やニーズとサービスのコーディネー
トを行うのが生活支援コーディネーターです。
　小地域での集いの場づくり（ふれあいサロン）、
住民たすけあいサービス（家事援助等）、ボランテ
ィア活動推進に努めています。
　

　足が悪くて買い物に行けな
い、お金の出し入れや支払い
に行けないなど在宅での生活
に困ったことがあったらご相
談ください。

日 時 令和元年8月9日（金）
 集合場所（横芝光町体育館前）
行 き 先 千葉県西部防災センター（松戸市）、千葉ポートタワー（千葉市）
参 加 費 1人500円（入館料、昼食代等）　    
対 象 小学生（4～6年生）及び中学生（全学年）
 定員（先着40名）
申 し 込 み 社会福祉協議会（役場後側）へ提出ください。
 ※申込書は各小・中学校を通じて配布してあります。
問い合わせ 横芝光町社会福祉協議会 TEL80-3611   

社会福祉事業へ有効に使わせていただきます。

社会福祉協議会へ、
次の方からご寄付をいただきました。

横芝光町商工会女性部 様3月29日

加瀬栄一 様（篠本三区）4月3日

カラオケさくら会 様6月8日

　千葉県西部防災センターで防災等について体験学習（地震体験・暴風雨体験・消火体験等）します。
　夏休みの機会に是非、ご参加ください。

生活支援コーディネーターに
ご相談ください

ご寄付
ありがとうございました

夏休み福祉体験会開催

）

令和元年度 予算 （単位：千円）

会費　3,195

人件費
58,575

支出計

96,205

収入計

96,205

【収入】 【支出】

事業費
13,442

事務費
4,380

貸付事業費
6,000

共同募金配分金
事業費　4,350

助成金　4,120

基金積立資産　350

積立資産　804 その他の活動による
支出  3,584

予備費
600

経常経費補助金収入
42,395

助成金収入　66

寄附金　350

受託金　24,915

貸付事業
6,000

介護保険事業
12,725

受取利息配当金　61

基金積立資産取崩
1,000

前期末支払資金残高　4,495

事業収入
1,003
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㈱青柳建設
あづま庵
㈱畔蒜工務店
畔蒜総業㈱
㈱ウザワ商店
おばこや
㈱海成
㈲加瀬建設
環境産業㈱
（弁）九十九里
㈲グリーンファーム九十九里

京葉製鎖㈱
越川医院
㈱越川スレート
㈲齋藤自動車整備工場
㈲サンアート
敷島産業㈱
㈲杉森興業
鈴木木材工業㈱
㈲須藤工業所
青雲閣
ゼンミ食品㈱

総武建設㈱
㈱太智建設
銚子商工信用組合横芝支店
㈱トーカン工業
㈲とん亭　九十九
西村歯科医院
㈲バーネットビレッジ
㈲ハヤカワ商行
㈲早川組
㈱林建材
㈲光住販

光保険サービス
㈲平山工務店
平山損保事務所　平山 栄
平和堂薬局　光町店
㈱放電精密加工研究所
馬狩建設㈱
山﨑電気工業
㈲ユート・アメニティ
㈱横芝緑化

吉祥苑（特養）
第二松丘園（特養）
光楽園（養護）

三愛（特養）
（福）心結会　まんまる
光町中央保育園

光町保育園
白浜保育園

日吉保育園
フタバ保育園

平成30年度　会費・共同募金・日赤会費　実績

令和元年度　社会福祉協議会　会費 （R1.6.13現在）

賛助会員（法人・事務所・個人）

特別会員（福祉施設）

【横芝光町社会福祉協議会　会費】 合計額　3,217,500円 一般会費（各世帯） 2,847,500円
  賛助会費（法人・事業所・個人） 325,000円
  特別会員（福祉施設） 45,000円

【赤い羽根募金】 合計額　3,334,122円 各世帯 2,747,500円
  法人・事業所・個人 309,000円
  職域・学校・その他 277,622円

【歳末たすけあい募金】 合計額　1,873,162円 各世帯 1,686,100円
  法人・事業所・個人 104,100円
  職域 82,962円

【日本赤十字社　会費】 合計額　2,901,500円 各世帯 2,681,500円
  法人・事業所・個人 220,000円

【会費及び各種募金の活用】
●社会福祉協議会　会費　地区社会福祉協議会事業費、各種相談事業費等
●赤い羽根共同募金　　　福祉施設へ車両等の助成、福祉団体・ボランティア団体等活動費、災害見舞金・見舞品の支給等
●歳末たすけあい募金　　独居高齢者・高齢者世帯へ歳末見舞品配分
●日本赤十字社　会費　　災害医療派遣、看護師の養成、災害見舞金・見舞品の支給、奉仕団活動費等

ご協力ありがとうございました。

会費合計額　2,037,000円 一般会費（各世帯） 1,652,000円
 賛助会費（法人・事業所・個人） 335,000円
 特別会員（福祉施設） 50,000円

社会福祉協議会費は引き続き募集をしております。ご協力をお願いいたします。

あなたも地域福祉の担い手に
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居宅介護支援
事業所

地域活動
支援センター運営見舞金等

ふれあいサロンボランティア活動
推進地区社協

相談事業 貸付事業 日常生活自立
支援事業（すまいる）

☆町社協貸付
一時的に資金が必要となっ
た方で返済能力のある方　
限度額50,000円

☆高額療養費貸付
高額療養費支給対象者への
貸付

☆県社協貸付

　活動支援、人材育成等を行
い、ボランティア活動の推進
を図ります。

ボランティア連絡協議会

☆運営委員会（兼ボランティ
アルーム）
　毎月第2金曜日

☆ボランティア派遣事業
　随時受付

　心身障害者で通所できる方
に作業を提供し併せて生活指
導を行います。

定員：13名
場所：プラム西側

　小地域において高齢者等が
気軽に集まれるふれあいの場
づくりを推進します。

助成金：有

　ケアマネージャーを配置し、
居宅介護支援計画の作成等を
行い、居宅介護の充実を図り
ます。　　

☆心配ごと相談
　毎月第2・第4火曜日

☆法律相談（弁護士）※要予約
　毎月第1・第3火曜日

場所：第1・第2⇒文化会館
　　　第3・第4⇒町民会館
時間：午後1時30分～4時

　7地区社協と7分会（横芝地
区）による地域福祉事業の展
開

☆高齢者世帯に歳末見舞品、
要保護・準要保護世帯の小
中学生に歳末見舞金、入学
祝金を贈ります。

☆火災や風水害に遭われた方
に見舞金を贈ります。

　福祉サービス利用援助・財
産管理・保全サービス

　高齢者等に代わり預金の出
し入れや公共料金の支払い等
を行ったり、証書等を預かる
サービス
サービス提供⇒生活支援員

地区敬老会

世代間交流

グラウンドゴルフ

ゆうあい訪問

他いろいろ

ム西側

協議会事業 ●問い合わせ
　社会福祉協議会☎80-3611
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外出支援サービス

広報啓発

福祉教育 福祉カー・
車いす貸出

福寿会

団体事務

声の訪問サービス 住民たすけあい
サービス

　65歳以上の一人暮らしで
見守りが必要な方にボランテ
ィアが定期的に電話をかけて
様子をうかがいます。

　小中学生福祉体験学習会開
催、補助犬体験、高齢者疑似
体験、福祉施設見学など

　福祉のまちづくり作品募集
（作文・ポスター）

福祉のつどいの開催
　表彰・慰労会

ホームページの開設

声の広報作成（ボランティア）

広報紙の発行 年4回

　リフト付きワゴン車・車い
すを一時的に貸し出します。

福祉カー：高齢者や障害をお
持ちの方等

車いす：一時的に必要になっ
た方

利用料：無料

生き生きクラブ

共同募金会横芝光町支会

日赤横芝光町分区

　介護保険認定者・心身に障
害をお持ちの方で家庭で送迎
できない方を病院、公共機関
等へ送迎します。

利　　用：月3回（透析月6回）
利 用 料：無料
予約受付：1ヵ月前から可

⇒社協
新規利用申込⇒町福祉課

　おおむね70歳以上で引きこ
もりがちなひとり暮らしの方

参加費：無料
参加申込：民生委員さんに取

りまとめ依頼

　地域住民の参加と協力を得
て援助を必要とする方に低額
な料金で家事援助、買い物代
行等の生活支援を行います。

健康相談

レクリエーション

食事

育てよう福祉の芽

社会福祉社会福祉
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こんな活
動活動して

ます

・施設等の環境美化　・散歩がてらに小学生の登下校の見守り

・ご近所どうしのたすけあい（ゴミ出しや見守り）　・話し相手

・踊りや歌などの特技を活かしたゆうあい訪問など

　ボランティア連絡協議会とは社会福祉協議会へ登録いただいたボランティアで運営委員として
協力いただける方がボランティアの交流や情報交換、研修会、広報紙の発行等ボランティア活動
を推進するための活動やボランティア派遣事業※を行っています。

※ボランティア派遣事業…高齢者の話し相手、高齢者や障がいのある方たちの行事の手伝いなど

登録いただき、ボランティア保険に加入することをおすすめします。（1名500円）

行事協力（食事作り、運営の手伝いなど）

地域で食事会開催

小学生の登下校時見守り

東陽病院来院者の手伝い

施設慰問・環境美化

図書館や小学校での読み聞かせ

町広報紙をCDに録音し

希望者へお届け

地域の集まり等に介護予防指導

高齢者に電話訪問

事会開催

しし

すすすす

問問

自分にできること、自分の好きなことを活かして、ボランティアしてみませんか？
無理せず楽しく続けることが大切です。

始めてみませんか ボランティア始めてみませんか ボランティア

～ボランティア連絡協議会～

運営委員会

毎月第２金曜日　午後1時30分～4時　社会福祉協議会内会議室
ボランティアに関する相談に応じます。一度足を運んでみませんか

室
んんか

小学生の登下校時見守り
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○ふれあいサロンとは？
　高齢者、障がい者、子育て中の方など地域の様々
な方が気楽に集まり、生きがいづくり、仲間づくり
を広げ、孤独感や不安感の解消、介護予防を図る活
動です。
○サロンで何をするの？
　茶話会、食事会、レクリエーションなど、自分た
ちがやりたい事を「楽しく」「気軽に」「無理なく」続
ける事が大事です。

　社会福祉協議会では「ふれあいサロン」立上げを支
援しています。
　また、助成も行っていますので、お気軽にご相談
ください。

☆現在、町内に17か所の「ふれあいサロン」が設置
されています。
大総地区：長倉
横芝地区：輝き健康クラブ（鳥喰）、ひまわり会（栗

山南部2）
上堺地区：木曜会（屋形荒場）、桜台、入間
日吉地区：篠本一区、篠本二区、篠本三区、新井、

宝米、二又
南条地区：小川台
東陽地区：橋場、原方
白浜地区：関、浜友会（白磯）

日 時 令和元年7月13日（土）
 受付：午前9時30分　　
 開会：午前10時
 ※終了予定　午後2時30分頃
場 所 文化会館　集会室
対 象 横芝光町にお住いの方　※先着20名
内 容 午前：講演　『防災・減災について』

昼食：非常食（アルファ米ドライカレー）
午後：実技　『健康生活支援講習』
　　　新聞紙スリッパ、ビニール袋合

羽、風呂敷リュック等身近にあ
るものを活用して、防災グッズ
を作ります！

参 加 費 無料
主 催 者 横芝光町赤十字奉仕団
問い合わせ 横芝光町社会福祉協議会
 ☎ 80-3611

○住民たすけあいサービスとは
　「買い物に行けない」「病院に行
きたいけど一人では不安」「掃除
や洗濯がなかなかできない」など
日々の暮らしの中でちょっとした
困りごとを「住民同士でたすけあ
いましょう」というサービスです。

　サービスを提供していただく方を協力会員、利用
したい方を利用会員として登録していただき、利用
会員さんから利用料をいただき協力会員さんに配分
金として還元します。
　ご協力いただける方（協力会員）また、このサービス
を利用したい方（利用会員）を募集しています。
問い合わせ 横芝光町社会福祉協議会
 ☎80－3611

　家庭のお悩み、地域の困りごとはありませんか？
　子育て・家族・家計の問題、介護のこと、お仕事
探しや住まいなどのご相談に社会福祉士、精神保健
福祉士等の専門職が対応いたします。
　ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談くださ
い。秘密は厳守いたします。

日 時

●7月26日（金）【障害者の就労相談】
　障害者就労・生活支援センター山武ブリオ
●8月23日（金）【司法に関する相談】
　リーガルサポートセンター（司法書士）
●9月27日（金）【暮らしの相談】
中核地域生活支援センターさんネット・さんぶ生
活相談センターリンクサポート
　10時～12時（30分／組 3組まで）
　※要予約（先着順）
利 用 料 無料
会 場 町民会館
連 絡 先 特定非営利活動法人リンク（中核地域

生活支援センターさんネット・さんぶ
生活相談センターリンクサポート）

 ☎0475-77-7531、☎0475-77-7532
 FAX 0475-77-7538　担当：赤堀

一日赤十字開催のご案内

横芝光町暮らしの
お悩み相談会

ふれあいサロンを
始めませんか！

住民たすけあいサービス
協力会員・利用会員募集

赤十字奉仕団が行う講習会に
参加しませんか！
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地域地域のふれあい活動

●環境美化活動 5月、11月
●ゆうあい訪問 9月、3月
●福祉のつどい(地区敬老会) 10月11日
●交流会（地域交流） 10月15日
●昔遊び 1月14日

●敬老会（地区敬老会） 9月27日
●ふれあいグラウンドゴルフ大会 10月27日
●各分会によるふれあい活動

●環境美化活動 年10回
●ゆうあい訪問 9月、3月
●グラウンドゴルフ大会 9月20日
●福祉のつどい（地区敬老会） 10月24日

●七夕馬づくり  7月2日
●農業体験（落花生掘り） 9月
●生き生きサロン（地区敬老会） 10月12日
●長寿のお祝い 11月
●昔遊び教室 1月17日

●敬老お楽しみ（地区敬老会） 10月26日

●グラウンドゴルフ大会 11月15日

●しめ縄づくり 12月5日

●交流会（地区敬老会） 9月15日
●グラウンドゴルフ大会 12月7日
●障害者スポーツ体験 1月15日

大総地区社協

横芝地区社協

上堺地区社協

日吉地区社協

南条地区社協

東陽地区社協

白浜地区社協

地域地域ののふれあい活動ふれあい活動
（各地区社協  主な事業予定）（各地区社協  主な事業予定）

今年も開催し
ます！

※各地区、開催日に合わせて案内のチラシを配布します。

敬老会！！
今今

●友愛活動 7月～8月
●敬老会（地区社協） 9月7日
●さつま芋集会収穫体験 9月
●スポーツ大会 10月18日
●昔遊び教室 1月16日
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