
「ピクトグラム」と「介助犬」
について学ぶ

　加良部地区緑道には地下道が5カ所あります。
　地下道は、地域の方が買い物や通勤通学、散歩をしたりとよく
利用される道路です。しかし、昼間でも薄暗く、夜間には街灯の
明かりがついていても寂しい場所です。地区では防犯パトロールを活発に行っていますが、住民の中から「トンネルに絵を描いて利用する
人達が少しでも明るい気持ちになってほしい」との声が上がり、住民や地区社協の協力を得て平成23年から壁画制作に取り組んでき
ました。今までには、「四季の空と紙ひこうき」「加良部水族館」「花と大地」「成田市制60周年」などをテーマに制作してきました。
　今回の壁画は昨年に引き続き「成田の歳時記」をテーマに取り組んでおり、昨年は1月から6月を描き、今年は7月から12月を描きました。
全体のデザインの構成は成田国際高校の美術部に依頼し、制作は「成田中」「公津の杜中」「成田西中」の美術部と「中台中情報文芸部」、
子ども会「成田キッズ」、NPO法人「子どもプラザ成田」の6団体が夏休みを利用して一斉に取り組み、子どもから大人まで多くの方の協力に
より完成しました。地域の方に長く楽しんでもらうためペンキの上からシリコーンで保護して色落ちを防いでいます。
　壁画が完成すると、地域の皆様から「街が明るくなった」 「犯罪の抑止力になった」などうれしい言葉がたくさん寄せられました。

　7月24日、保健福祉館で夏休みボランティアスクール「福祉にかかわるピクトグラムを学ぼう」と
「介助犬について学ぼう」を小学生を対象に開催しました。当日は、小学生と保護者の見学を合わせて総勢
50名の参加がありました。　　  　　　　　　　　
　午前中は、講師からピクトグラムを見ながら説明を受け、その後に特別参加のうなりくんと一緒に
ピクトグラムのパネルを使ってかるた取りを行い、楽しみながら理解を深めることができました。
　午後の介助犬について学ぶ講座では、人の号令で実際に冷蔵庫から物を持ってくる様子を見て驚き
感心しました。講義や実演に小学生たちは福祉について学んで考える1日になりました。

トンネルアートで地域を明るくトンネルアートで地域を明るくトンネルアートで地域を明るく
～加良部地区の地下道に成田の歳時記が完成～

ピクトグラム
とは？ 目で見て分かる絵文字のこと

夏休みボランティアスクール夏休みボランティアスクール夏休みボランティアスクール

乳幼児施設 トイレ

津波避難場所

うなりくんも
参加したよ♪

介助犬の
的確な行動に
驚きです！

10月「秋の神社」 「秋の風景」11月

「除夜の鐘の音とともに・・」12月

「うなりくんの夏休み」8月

9月 「秋桜」

「そよ風ふく、えんがわの夏」7月

■平成29年10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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成田市社会福祉協議会だより

URL http://www.naritashakyo.or.jp/
Ｅメール office@naritashakyo.or.jp

ホームページ╱メールアドレス

〒286-0017　千葉県成田市赤坂1-3-1
（成田市保健福祉館内）
TEL 0476-27-7755　FAX 0476-27-1263

■大栄地区センター (成田市保健福祉館大栄分館内)
TEL 0476-73-2500
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連絡先 :090-4167-1064 北嶋

皆様
のお
越しをお

待ちしています♫

13種の
ワーク
ショップ

7種の
グルメ

28種の
手づくり
作品

4店の
日替わり
カフェ

24時間365日受付（営業）しています。
※通常業務の間に対応しますので、希望に添えない場合があります。

福祉タクシー・介護保険付

一般社団法人
成田市飯仲36-21  TEL：0476-36-8886  FAX：0476-36-8564

ハッピーハート成田

●病院の送迎！（院内介助もいたします）
●高齢者の外出（困りごと）をサポートします！
●ドアからドアで対応します！
(安くても安心! ヘルパー資格者が丁寧に対応)

●平日午後 １回/１時間 1,500円
(３人で利用すれば１人500円)
利用者特典：６回利用していただくと、サービス

ポイントで500円割引

☎080-9454-8886予約直通

お気軽にお電話ください

買い物
（代行含む）、
銀行、郵便局、外食、
床屋等  外出時の
お手伝い

お困り事は
ありませんか？

ちょっとした困りごと
（電球交換、灯油、
ゴミ捨て等）も
ご相談ください。

営利を目的としない

安心できる優しいドライバーがお供いたします!
一般社団法人 ハッピーハート成田は

女性ドライバー
も活躍中！
女性ドライバー
も活躍中！ 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

『国語』専門塾『国語』専門塾『国語』専門塾
Gメソクラブ国語塾Gメソクラブ国語塾Gメソクラブ国語塾

成田市橋賀台1-45 -3  佐野田ビル3F

☎0476-28-5507
qqyb9ry9k@tuba.ocn.ne.jp

Gメソクラブ国語塾 橋賀台教室
～5教科の力を伸ばす国語の底力～

受講生
の声

　H君は、国語偏差値46から
始めて、入試本番で国語偏差
値80を記録。高3の1年間で飛
躍的に成績を伸ばしました。
H君曰く、「現代文の読解力が
飛躍的に伸び、初めて現代文
を解く楽しさを知りました。」

5教科の力を伸ばす『国語の底力』
を養成しています。

体験授業
入塾相談

　共同募金運動創設70周年
を記念して、千葉県共同募金
会のマスコットキャラク
ター「びわぴよ」が誕生しま
した。びわぴよは、共同募金
の運動をみんなに知っても
らうため、千葉県内の「じぶ
んの町を良くする」活動をPR
していきます。

　赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、児童福祉をはじめとした成田市
内の福祉事業に幅広く活用されています。今年も皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。

マスコット「びわぴよ」

「健康福祉まつり」での募金活動

歳末たすけあい募金活動の様子

身障者スポーツ大会への助成や、心身障
がい児者招待事業としてバスによる1日
レクリエーションを開催しています。

障がい者福祉事業

地域でのボランティア活動を支援する
ため、グループの活動費の一部を助成
しています。

ボランティア活動事業
年に4回、広報紙「福祉なりた」を発行し、
新聞折込で、福祉に関する情報を皆様に
お届けしています。

広報発行事業
住民参加型サービスとして地域の皆様の参
加と協力を得て、掃除や買い物、食事の支度
などの家事援助サービスを行っています。

おたすけ隊事業

©L5/YMP-TX

　共同募金運動の一環として、12月から歳末たすけあい運動がはじまります。皆様からいただいた募金は、
成田市内の施設入所児童や、養護老人ホーム入所の高齢者、また市内の民間福祉施設等へ歳末の見舞金と
して配分されるほか、地域福祉の推進力となっている地区社協への配分も行っています。一人ひとりの
やさしさが住みよい地域づくりにつながります。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

千葉県共同募金会

ゲートボール大会・シルバー
いきいき作品展などに助成
しています。

高齢者福祉事業

災害や火災に見舞われた方
にお見舞い金をお届けして
います。

応急援護事業
戦没者追悼式・慰霊塔供養会・灯
篭流しなどで献花・供物の費用
の一部として使われています。

遺族援護事業

©千葉県共同募金会

夏休みの子ども会の行事に
対して、費用の一部を助成
しています。

児童福祉事業

さまざまな福祉事業に
活用されています

大雨等被害による災害義援金のお願い

【義援金受付】
千葉県共同募金会　成田市支会 ☎0476-27-7755

　災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
共同募金会成田市支会では義援金を受け付けております。お寄
せいただいた義援金は千葉県共同募金会を通じて被災地に届け
られます。あたたかいご支援をお願いいたします。

（12月1日～12月31日）歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

（10月1日～3月31日）

赤い羽根共同募金
運動が始まります
赤い羽根共同募金
運動が始まります
赤い羽根共同募金
運動が始まります
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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！

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おすすめ！

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
NPO 法人全国介護
理美容福祉協会認定

※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

デイサービス施設
多数専属訪問中！

美容サービス
自宅で簡単に髪のお手入れ

訪問

訪 問

眉カット等のサービス有♪

パーマ、カラーも
承ります♪

「新鮮まぐろ丼」が自慢の店
千葉テレビで話題になったお店です！

成田市宗吾3-565-1（宗吾霊堂前）

食堂 まぐろや

★まぐろ丼 税込900円
★定食 税込1,000円～
宗吾霊堂参拝後にどうぞ
お立ち寄りください！

☎0476-33-3385
11：30〜15：00 年中無休 (売り切れ次第閉店有)

ココ
山形屋

←至京成酒々井駅

至宗吾参道駅↓

甚
兵
衛
そ
ば

↑至印西

至
成
田
↓

セブン
イレブン

宗吾
霊堂

464

　成田市内にお住まいの方で
輝いている元気人をご紹介
下さい。
※仕事やボランティア活動　
　など何でも結構です。
たくさんのご応募、お待ちして
おります。

成田市社会福祉協議会
☎0476-27-7755

げん　　 き 　   びと

輝いている
元気人
輝いている
元気人
輝いている
元気人
募集中！！

　8月30日に成田国際福祉専門
学校保育士科の平山紀子先生を講
師に迎え、子育てに関わる中で
注意しなければいけない点や事故
原因など事例をもとに講義して
いただきました。
　子どもは、年齢発達とともに行動
範囲が広がり事故の種類も多様に
なります。危険な物は目につく所に
置かないなど、安全確保に努めることが大事です。また、事故が起きて
しまった時には、直ちに応急処置を実施して必要なら躊躇なく119番
へ通報し救急要請をすることが重要です。参加者からは、「危険なポイ
ントが思っていた以上に多く気をつけなければいけないと思った」
「先生が経験談や事例をあげて説明をしてくれ分かりやすく、参考に
なった」という声をいただきました。

　今回は、成田赤十字病院のボラン
ティア会で患者様のお世話や、お話
をしたりするボランティアをして
いる元気人を紹介します。

　中山さんは、成田に住んで40年
以上になります。長年専業主婦でし
たが子育てもひと段落して、少し時
間のゆとりが持てるようになった
頃「ボランティア活動で社会貢献し
たい」と思うようになりました。
ある時公民館でのサークル活動で

知り合った知人から成田赤十字病院のボランティア会を紹
介されたことをきっかけに活動を続けて13年になります。
　ボランティア会の活動は、主に病院内の外来受付案内や
病棟活動です。外来を受診される患者様は初めて受診さ
れる方や定期的に受診される方など様々なので、その人に
合った声かけや、お手伝いが必要になってきます。病院内で
ボランティアの経験を積んでくると、「どれくらいお手伝い
すればいいのか」その患者様へ手伝う範囲が分かってくる
ようになりました。行き過ぎたお手伝いにならないように
気を付けたりと、患者様の「心のやすらぎ」を第一に考え
日々活動を続けています。
　活動日は、お揃いのエプロン姿で2～3人が一緒に活動し
ます。病棟活動では病棟ごとに異なるのですが、配膳後食事
介助をしたり、洗髪などを手伝ったり、小児科では子どもと
一緒に遊んだりもします。また、一人ひとりの患者様に配る
四季のお便りカード作りや、病院行事の誕生会やクリス
マス会などへの参加もあります。
　最初は、成田赤十字病院内の活動は全く分からずに始め
たのですが、今ではいろいろな経験をさせていただきボラ
ンティア活動の奥深さを知りました。そして病院内では
こんなにもたくさんの協力
できることがあると知りま
した。
　このような活動に関心の
ある方、興味のある方は
ぜひ一緒に活動をしま
せんか。男女年齢は問いま
せん。誇りと責任を持って
患者様の笑顔とともに楽し
く活動していきましょう。

成田赤十字病院ボランティア会
なかやま　あき こ

会長 中山 昭子さん

詳しく知りたい方は下記までお問合せ下さい
成田赤十字病院 医療社会事業部 社会課まで ☎0476-22-2311

げん　　 き　   びと

輝いている
元気人
患者様に心の安らぎを

輝いている
元気人
患者様に心の安らぎを

輝いている
元気人
患者様に心の安らぎを

輝いている
元気人
患者様に心の安らぎを

❽❽❽❽

●貸付制度のご案内

教育支援資金教育支援資金
　「教育支援資金」は、低所得世帯の子どもが進学や、
学業の継続の際等に必要となる費用を貸付し、支援する
資金です。この制度は、就学する本人が借受人となり、
世帯の生計中心者が連帯借受人となっていただきます。

●この資金は貸付制度であり、借り入れた資金は返済していただく
義務があります。給付制度ではないことをご理解の上申し込み
下さい。
●この資金よりも日本学生支援機構の奨学金等の他制度が優先となる
ので、申し込みに際してはまず他制度が利用できるのか事前に確認
して下さい。
●貸付手続きには時間がかかるので、検討される際には、お早目の相談
をお願いいたします。
●貸付にあたっては審査があり、他制度が利用できる場合や、世帯の
収入状況、債務状況等によっては、貸付ができない場合もあります。

完成した七夕飾りの前で

【問合わせ】社会福祉協議会 ☎0476-27-7755

※受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません

教育支援費

就学支度費

高校、専門学校、短大、大学で就学するために必要な授業料等の費用

高校、専門学校、短大、大学で入学するために必要な入学金、制服、
教材購入のための費用

（教育支援費・就学支度費）

講師の説明に熱心に聴き入る受講生

事故を防いで のびのび子育て
をするために
事故を防いで のびのび子育て
をするために

子育て応援セミナー 安全確保と事故防止

幼児期の事故

①交通事故
②水による事故
③転倒・転落 等

乳幼児期の事故

①溢乳による窒息
（ミルクを飲ませた後、戻して気管を詰まらせる窒息死）
②誤飲・誤食
（タバコ・灰皿の水・ボタン電池・ホウ酸団子・針・釘・画鋲・
ヘアピン・クリップ・洗剤類・アルコール・マニキュア・香水） 等

いつにゅう
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成田デイサービスセンター TEL0476-37-5500

http://www.yuttari.biz

イオンモール成田前 ミニストップ脇 成田市土屋字山ノ﨑712-2

運営：有限会社 洛陽堂
ゆったり文化村ゆったり文化村ゆったり文化村 お気軽に

お電話ください
♪

さ
わ
や
か
な

空
気
の
な
か
、

庭
園
を
散
歩
。

秋
の
草
花
が

心
を

い
や
し
ま
す
。

ポポーの木
実のなるのが
楽しみです。

ミニ農園では、季節の野菜の収穫が始まります。

文化村の秋を楽しみませんか？

芸術の
秋

アウトド
アの秋

利
用
者
の
方
々
と

ス
タ
ッ
フ
が
一
緒
に

つ
く
り
ま
し
た
。

たくさんのお衣装のご試着の中より
お選び下さい

新作衣装フェア
随時受付中七五三七五三七五三

定期的に
訪問します 困った時に

駆けつけます

サービス提供地域（八生地区・ニュータウン地区 周辺）

風の村なりた TEL0476-37-5277成田市大竹字内沼370
( JR成田線「下総松崎駅」から徒歩5分）

お問い合わせはこちら

10月1日（日）より開始

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護サービス
介護と看護が連携し、あなたの在宅生活を

24時間365日支えます。

いつでも
相談を

受け付けます

「始めてみたい」、「やってみたい」
その気持ちを大切に、あなたの力が役立ちます!

“介護が必要になっても住み慣れた自宅で安心して暮らし続けたい”
という高齢者の声から生まれたサービスです。

オープニングスタッフ募集中！！

風の村なりた 検索

【問合せ】成田市保健福祉館 ☎27-5000まで会場へは路線バスで

　「安心して暮らせる健康と福祉のまち」
をテーマに、今年もたくさんのイベントを
用意して皆様をお待ちしています。ご家族
そろってお出かけ下さい。

第16回 成田市健康・福祉まつり第16回 成田市健康・福祉まつり第16回 成田市健康・福祉まつり 入場
無料

【日時】

【会場】

10月14日（土）・15日（日）
9：00～16：00
保健福祉館（赤坂1-3-1）

14日のみ

うなりくん
ふわふわドーム
うなりくん
ふわふわドーム
うなりくん
ふわふわドーム

●身体・体脂肪測定、骨密度測定、薬の相談
血管年齢測定、ストレスチェック、健康食の試食
●チャレンジド・ミュージカル、ベビーマッサージ、
手作りおもちゃ、紙芝居、紙ヒコーキ教室、人形劇
●ノルディックウォーキング
●おもちゃクリニック（こわれたおもちゃを修理します）
※詳しくはパンフレットをご参照下さい

イベント

１０月１5日（日）
●成田赤十字病院公開健康講座 10：00～11：30
「増え続ける炎症性腸疾患」
●メンタルヘルス講演会 13：30～15：30
「心病む人が自立するために必要なこと～当事者・家族・
精神科医の3つの立場を持つ私から伝えたいこと」

講演会 健康や福祉について知ろう！

綿菓子/ポップコーン/豚汁/
焼き菓子/フライドポテト/
焼うどん/焼き鳥/みそ田楽/
パン/野菜 等の販売

芝生テント村

平成29年 6月16日～平成29年 9月15日（敬称略・順不同）

あたたかい善意ありがとうございます

◆榎本 殖利　◆成田市グラウンドゴルフ協会一般寄付《寄付金》

なりたファミリー・サポート・センター会員募集！

【援助内容】
●保育園・幼稚園・児童ホーム等の送迎、開始時間まで、または終了後の子どもの預かり
●休日等、臨時的な子どもの預かり
●産前産後の支援（原則1カ月）
利用料金…1時間 700円（基本） ※別途交通費がかかる場合があります

【入会説明会】会場：保健福祉館 10：00～11：00
10月3日（火）、17日（火）　11月7日（火）、21日（火）
12月2日（土）、5日（火）、19日（火）　
【申込み・問合せ】なりたファミリー・サポート・センター ☎27-8010

子育てのお手伝いをしたい人と子育ての手助けを
してほしい人がお互いに助け合う会員組織です

一緒に子育てしませんか？

車での送迎、病児の預かり
は行いません。

【問合せ】暮らしサポート成田 ☎0476-20-3399

【日時】11月24日（金） 13：00～15：30　【申込み】不要
【会場】成田市保健福祉館（会議室1・2）　【参加対象】ひきこもっている人の家族

日頃の苦労や悩み等をひととき忘れていただきたいという思いから
開催していますのでお気軽にご利用下さい。

ひきこもり家族交流会 第3回
参加
無料

【会　場】保健福祉館　会議室1・2　【定　員】30名（先着順・成田市民優先）
【参加費】無料　【申込み期間】10月6日（金）まで
【申込み・問合せ】ボランティアセンター ☎27-8010（平日/9：00～17：00）

■精神保健福祉ボランティア養成講座 4日間 開催します！
ボランティアに求められる姿勢や障がいを持っている方へのサポートの仕方について学ぶ講座です。

内　容時　間開催日

10月11日（水）

10月17日（火）

10月27日（金）

10月下旬～11月中旬

心の病と精神障がいについて14：00～16：00

14：00～16：00

13：30～15：10

15：20～15：50

15：50～16：00

成田赤十字病院　精神神経科 顧問　佐藤 茂樹 氏（精神科医師）

生きづらさを抱えながら街で暮らすということ
～本人のすることと支援者の役割について～
成田地域生活支援センター　センター長　橋本 美枝 氏（精神保健福祉士）

発症により得たことや失ったこと
～病や障がいを経験しているご本人より～
成田ぴあぴあクラブ　代表　坂田 昭一郎 氏

事業所の紹介
事業所で活動するボランティアについて
（実習オリエンテーション）

受講者で希望される方には事業所での半日および
1日間の実習があります。

成田市あじさい工房　施設長　宮野 真理子 氏（精神保健福祉士）

まとめ
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4

【対　象】高齢者支援に関心のある方、成田おたすけ隊協力会員
【定　員】30名（先着順・成田市民優先）　【参加費】500円程度（材料費）
【持ち物】エプロン、三角布　【申込み期間】10月10日（火）まで
【申込み・問合せ】成田おたすけ隊 ☎27-8010

■成田おたすけ隊 スキルアップ講習会 参加者募集！!
～地域で高齢者を見守る・支えるまちづくりをめざして～
高齢者や障がい者が日常で困った時に手を差しのべられるようにスキルを学びます

内　容時　間（会場）開催日

10月24日（火）

10月25日（水）

高齢者のための食事作り（実習）13：30～16：00

13：30～15：30
成田市役所健康増進課 栄養士（保健福祉館 栄養実習室）

（保健福祉館 多目的ホール）
車椅子の使い方・実技
成田市西部南地域包括支援センター　社会福祉士　林 信貴 氏
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ロードトレインに乗って遊ぼう！！ロードトレインに乗って遊ぼう！！ロードトレインに乗って遊ぼう！！

前日までに電話等で
お申し込み下さい要予約




