
～支えあって  助けあって～

みんなで進めよう

地域の福祉

「会員加入」のお願い

会費は主に次のような事業の財源となります

●地区社協の活動推進　●ボランティアの育成　●相談事業
●社会福祉大会開催　　●広報紙発行

※特別会費、特別賛助会費については、
税法上の優遇措置があります。

(1)個人の場合…

(2)法人の場合…

所得税にかかる「寄附金控除」の対象になります。
（所得税法第78条）
一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入すること 
ができます。（法人税法第37条）

名木地区の いきいきクラブ
くつろぎと笑いの場

　平成26年度は会員加入にご協力いただき、ありがとうございました。
本年度も社会福祉協議会では、7月1日から、特別会員（施設・団体）および
特別賛助会員（法人・医療機関など）の募集も開始いたします。法人、企業や
団体などの皆様、ぜひご協力くださいますようお願い申し上げます。

　名木地区のいきいきクラブは、昨年の9月から月2回、地区のコミュニティセン
ターで、日中閉じこもり防止と認知症予防のため「大人の塗り絵」をはじめました。
画材には、指導している先生が庭先に咲いている四季の草花をデッサンし、参加
された方がそれに色をつけ仕上げていきます。今年は、自慢の作品を「シルバー
いきいき作品展」に出品しました。お茶を飲みながら仲間同士のおしゃべりで笑い
が絶えない時間を過ごしています。

日中閉じこもり防止と
認知症予防に！

日中閉じこもり防止と
認知症予防に！

参加者の参加者の 声
「気分は画家です。楽しんでやっています。」

「平面な画用紙に、濃淡のぼかしを入れて
いくことが難しいです。自分はぼけない
ように頑張っています。」

「おしゃべりに熱中して過ごすこともあります。」

コミュニティセンターで活動中！
参加してみませんか？

【問合せ】いきいきクラブ
　　　　代表　正岡 弥生 ☎96-1944

一口
一口
一口

（世帯単位）
（施設・団体）
（法人・お店など）

500円
5,000円
10,000円

《一 般 会 費》
《特 別 会 費》
《特別賛助会費》

会費（年額）は　※会費は何口でもお申し込みいただけます。

会員への加入方法は

区・自治会・町内会を通じて加入のお願いをして
おりますが、個人で加入してくださる方には郵便
局の振込用紙（手数料無料）をお送りします。社会
福祉協議会の窓口でも受付いたします。

●一般会員

郵便局の振込用紙でお振込み、または社会福祉
協議会事務局へお持ちください。

●特別会員

●特別賛助会員

■平成27年7月1日発行
発行╱社会福祉法人  成田市社会福祉協議会
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問合せ：社会福祉協議会 ☎27-7755

場所：赤坂ふれあいセンター

「シニア元気アップ教室」「シニア元気アップ教室」「シニア元気アップ教室」「シニア元気アップ教室」

「生き生き健康体操」
～腰痛予防は良い姿勢から～

　健康体操は体を動かすだけではなく、
普段の生活で体をどのように使ってい
るのか見直すことができる良い機会と
なります。今回は指導している先生か
ら腰痛予防についてお話をしていただ
きました。

〜心はずませて〜

東京
ディズニーランドへ

〜心はずませて〜

東京
ディズニーランドへ

①市民の皆様に社協会員になって収めていただく会費や寄附金
②赤い羽根共同募金の配分金

③行政からの補助・受託・助成金
④事業収入・その他

◆社協の財源は、市民の皆様に支えられています◆

場所：中央公民館

「音楽療法」 ～音楽のちから～

　私たちの生活に身近な音楽に触れ合う
ことにより体や心にいろいろな効果をも
たらすことを知っていますか？
　今回の音楽療法は、太鼓やトーンチャ
イムなどの楽器を使いながらリズムに合
わせ演奏しました。人とつながりを持ち
ながら演奏することでその効果は大きく
なるそうです。

2人組になり左右の肩甲骨のバランスを確認2人組になり左右の肩甲骨のバランスを確認

手と足と歌の３つ同時の動きは

難しいわ〜！

　風薫る5月にバス2台58名で、
ディズニーランドへ出かけまし
た。参加者は毎年この行事を楽し
みにしています。

　会場内では、アトラクションや
食事、買い物を楽しんだり、パレー
ドを見るなど、思い思いの時間を
過ごしました。参加することで新
しい仲間づくりにもなりました。

251,797,376円収
入

251,797,376円支
出

成田市社会福祉協議会の についてお知らせします決算・予算決算・予算

内
訳 補助金（95,427,282円）

積立資産取崩（22,000,000円）

積立資産取崩（13,900,000円）

寄附金（3,370,639円）

会費（10,082,700円）共同募金配分金（11,468,507円）

受託金（54,282,222円）
その他の収入

（38,950,493円）

貸付償還金（1,239,600円）

助成金（654,000円）

施設整備等寄附金（2,191,198円） 前期繰越金（8,048,401円）

内
訳 法人運営事業（143,604,330円）

普及宣伝・
調査研究事業（1,322,497円）

地域福祉活動推進事業
（13,955,230円）

心配ごと相談所事業
（468,620円）

共同募金配分金事業（12,505,907円）
在宅福祉サービス事業（17,201,679円）

福祉サービス利用援助事業
（1,689,720円）

受託事業
（32,554,115円）

社会福祉金庫設置事業
（1,390,600円）

保健福祉館・地域福祉センター
管理事業（16,908,087円）

資金貸付事業
（3,437,000円）

次期繰越金
（6,759,591円）

234,014,000円収
入

234,014,000円支
出

内
訳 補助金（90,544,000円）

寄附金（3,542,000円）
助成金（246,000円）

会費（10,000,000円）

共同募金配分金（12,199,000円）

受託金（92,035,000円）

貸付償還金（1,142,000円）

その他の収入（1,613,000円）

前期繰越金（4,989,000円）

事業収入（3,804,000円）

内
訳 法人運営事業（88,112,000円）

普及宣伝・
調査研究事業（1,418,000円）

地域福祉活動推進事業（16,423,000円）
心配ごと相談所事業（610,000円）

共同募金配分金事業（12,990,000円）
在宅福祉サービス事業（16,625,000円） 福祉サービス利用援助事業（1,677,000円）

受託事業（66,021,000円）

社会福祉金庫設置事業（2,173,000円）

保健福祉館・地域福祉
センター管理事業（23,699,000円）資金貸付事業（4,266,000円）

平成26年度社会福祉事業区分・公益事業区分

決　算

平成27年度社会福祉事業区分・公益事業区分

予　算

事業収入（4,082,334円）

障がい児（者）レクリエーション
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　相談窓口が設置されてから
3 ヶ月が経ちました。人に相談
をすることは勇気がいることだ
と思いますが、この間多くの方
から相談をお寄せいただきまし
た。ご自身の心配事や困り事だ
けでなく、仕事が決まらない、ひ
きこもった生活が長期化してい
るなど、ご家族に関する相談も
多くみられます。

●債務整理　●失業  

●就職活動　●金銭管理

●ひきこもり・ニート・不登校

●家族・対人関係

　5月18日に行われた傾聴ボランティア養成講座では、NPO法人スピリッツ
から講師を招き、傾聴とコニュニケーションについての基礎を学びました。
　「聴く」とは、自分を知り相手を理解し、受け入れ、共感することです。参加者
の活動に役立つよう、ボランティアセンターでは今後も様々な講座を企画し
ていきます。

　平成27年5月18
日（月）ホテル日航
成田において、「協
同組合成田市個人
下水道管理協会」
の車輌寄贈式が行
われ、成田市社会
福祉協議会に車輌
をいただきまし
た。下水道管理協
会は、長年にわた
り合併処理浄化槽

の維持管理や水質汚濁防止に取り組み、今年度20周年を迎えました。
　今後この車輌は、福祉事業の訪問活動等に幅広く活用させていただ
きます。ありがとうございました。

車輌の寄贈がありました車輌の寄贈がありました

2人組になりロールプレイを行いました2人組になりロールプレイを行いました

〜「聴く」ことの大切さを知る〜

「傾聴ボランティア養成講座」
「聞く」・「訊く」・「聴く」 この違いは分かりますか？

参加者の声

○親の介護をする生活で、母の言葉を「聴く」ことの大切さをあらためて感じることができました。

○普段夫の話を聴いていなかったことに気づき、中年夫婦にも使えるなあと思いました。

○みなさんの熱意を感じて感動しました。

○とても有意義な講座でした。出来れば、この講座をまた受けてみたいと思います。

経済的な問題や社会的な孤立(ひきこもり）の解消など、相談種別を問いません！

成田市橋賀台1-46-1☎0476-27-2161
代表取締役 佐野田 邦宏成田雪販商事（株）

なり た ゆきはん

気にかけていますか？
一度ご家庭の冷蔵庫を見直してみましょう。

生鮮食品を
扱う時は
充分な
注意を！

夏場に
多く発生！

食中毒の原因は
さまざま！

食中毒は未然に予防！食中毒は未然に予防！
牛乳・乳製品を扱っている会社です牛乳・乳製品を扱っている会社です

梅雨の時期を
健康で
乗りきり
ましょう！

高齢、障がい、病気やケガ、また育児等で
自由に外出できない方にも、自宅で簡単
に髪のお手入れ！

お気軽にお電話ください

☎090-6488-6282
訪問美容室ミエ 検索

美 容 室 ミ エ
N P O 法 人 全 国 介 護
理 美 容 福 祉 協 会 認 定

訪 問

※訪問中は電話に出られない場合もあります。留守
番電話に伝言頂ければ、こちらよりご連絡致します。

美容福祉師、ヘルパー2級

訪問美容サービス

パーマ、カラーも
受け賜ります♪

眉カット等の
サービス有♪

【場 所】
【電 話】
【時 間】
【Eメール】

〒286-0033 成田市花崎町736-62 成田市商工会館1階
20-3399　　　　　　23-3300
平日　8時30分～17時15分
kurashi-narita@grace.ocn.ne.jp

【 F A X 】

相談の様子相談の様子

支援員が大切にしている考え

●支援（サポート）の方針は、一緒に
考え、共に悩みながら一人ひとり
に寄り添うこと。

●あなたに必要なことを必要なだ
けサポートしていくこと。 

●一つひとつの困り事に向き合っ
て地域全体の解決力を向上させる
こと。

※社会福祉士など専門の相談員が対
　応します。

悩みの解決をサポートする
福祉総合相談窓口

ふだんの

くらしの

しあわせを求めて

生 　 活・住まい
仕 　 事・収 　 入
家 　 計・債 　 務
人間関係・心配事

成田市が生活困窮者自立支援事業共同体
（成田市社会福祉協議会と社会福祉法人
大成会）に委託している事業です。

訪問相談 同行支援

相
談
の
例

失業、これから
会社を辞めよう
と思っている

家賃が
払えない

仕事が
見つからない

借金で
困っている家族が

ひきこもって
いる

働いた
経験がない

暮らしサポート成田

【暮らしサポート成田】
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☎0476

28-1118

成田市消防本部認定
患者等搬送事業者 第001号

車椅子のまま、
寝たきりの方も
ストレッチャーで
乗車可能です。

介護タクシー

ケアステーション®

成田なりた

成　田
土屋店

お見積り無料

受付 8：00～20：00
0120-455-035
おそうじ本舗 成田土屋店 検索

電機効率ＵＰ！ アレルギー対策にもおすすめ
エアコンクリーニングで
さわやかな空気

お気軽にご相談ください

カビやニオイを

徹底除去！

　5月1日発行114号の中の掲載
に誤りがありました。ご迷惑をお
かけした皆様に深くお詫び申し
上げます。

お詫びと訂正

（誤）非常勤の地方公務員
↓　

（正）非常勤の特別職の地方公務員

2ページ
民生委員・児童委員の役職について

（誤）11月8日（日） 橋賀台
↓　 

（正）11月1日（日） 橋賀台

4ページ
敬老会の開催予定について

開放感いっぱい！

ゆったり文化村

エンターテイメント＆
リハビリが充実。
一日が短く感じられます。

その日の過ごし方を自分で決める
新しいデイサービスです。

●デイサービス　　　　TEL 0476-37-5500
●居宅介護支援事業所　TEL 0476-37-5505

成田市土屋字山ノ﨑712-2 イオンモール成田前・ミニストップ脇

http://www.yuttari.biz運営：有限会社 洛陽堂

福祉タクシー・介護保険付
ハッピーハート成田店
成田市飯仲36-21 ☎0476-36-8886

介護タクシーのご案内介護タクシーのご案内

利用してみませんか！
車椅子の方、寝たきりの方、

もちろん歩ける方
どんな方でもご利用下さい。
親切・丁寧・安全な運転で

対応します。

①迎車料金（320円）（無料サービス）
②車椅子・簡易ストレッチャー（無料サービス）
③軽微な段差のある乗降介助（無料サービス）
④「福祉タクシー券」が使用できます
⑤「介護保険」が利用できます
　（事前登録が必要です）

「福祉なりた」限定サポートパック

☎080-9454-8886
お問い合わせ（24時間365日受付）

平成27年4月1日～平成27年5月31日（敬称略・順不同）

あたたかい善意ありがとうございます

◆成田市グランドゴルフ協会　◆成田市フォークダンス協会
◆ナリコーセレモニー　◆（株）ナリコー住宅販売課　◆成田市歌謡連盟
◆（株）トータル・ケアあゆみ　◆榎本殖利　◆匿名１件
◆アナック歌謡塾　◆(公財)成田市スポーツ・みどり振興財団
◆ＴＤＫ（株）成田工場　従業員一同　◆（有）フラワーショップサクマ　

一般寄附《寄附金》

◆協同組合 成田市個人下水道管理協会/普通車1台

善意銀行《物品》

（株）ナリコー住宅販売課様

TDK(株)成田工場従業員一同様

平成27年度 千葉県介護支援専門員実務研修
受講試験の実施について

【試験日時】
【申込締切】
【申込書配布場所】
【問合せ】

平成27年10月11日(日)　10：00～12：00
7月8日（水）消印有効

市役所介護保険課、成田市社会福祉協議会
千葉県社会福祉協議会　☎043-204-1610

　4月1日付で職員となりました、企画総務係の前林
亜弥香と申します。
　3月まで福祉系の大学に通っており、卒業と同時に
社会福祉士国家資格を取得しました。主に受付業務を
担当しているので、来館された方を笑顔で丁寧な対応で
お迎えすることを心がけています。社会人として一から
のスタートになりますが、職員として日々精進していき
たいと思いますのでよろしくお願い致します。

新入職員紹介

前林 亜弥香

　実際に訓練している介助犬の仕事について学んでみませんか？
新たな発見が見つかるかもしれません。親子での参加も歓迎します。

【日 時】
【場 所】
【講 師】
【対 象】
【締 切】

7月22日（水）　13：30～15：00
保健福祉館　多目的ホール
社会福祉法人 日本介助犬協会
小学生　【定員】50名　【参加費】無料
7月15日（水）まで
　　　  ボランティアセンター　☎27-8010【申込み・問合せ】

～夏休みボランティアスクール～
介助犬について学ぼう

　市民や企業の皆様から寄せられた赤い羽根共同募金より、
子ども会行事へ助成を行います。

「夏休みの子ども会行事」に助成金

【助成対象】
【助成金額】
【申請方法】

【問 合 せ】

7月1日(水) ～ 8月31日(月)の期間に行われる子ども会行事
行事に参加した小学生1人につき、200円(1回限り)
行事終了後、9月30日(水)までに、
代表者が参加者名簿と
印鑑を持参の上、お越しください。
社会福祉協議会　☎27-7755
※平日/8:30～17:15

(公財)成田市スポーツ・みどり振興財団様

アナック歌謡塾様

　障がいをもつ子どもたち同士が、ボランティアさんと楽しく
1日交流ができる場です。

【日 時】
【場 所】
【対 象】

【内 容】
【定 員】
【持ち物】
【締 切】

8月1日（土）　10:30～14：30
保健福祉館　多目的ホール
特別支援学校や市内小・中学校の特別支援学級に通学し
ている児童・生徒、障がい児施設に通学または通所してい
る子ども（障がいを持たない児童・生徒も参加できます）
軽スポーツ・ゲーム　【参加費】無料
25名（先着順）
動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物、昼食
7月28日（火）まで
　　　 社会福祉協議会　☎27-7755【申込み・問合せ】

夏休み　　　　　 　　 サロン子 ど も ふ いれ あ

参加者募集！
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