分〜

福祉イベント情報・車両寄贈
（報告）
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福祉 の街 へ

コミュニティサロン〝きた〟開設！

時

時

コミュニティカフェ日程・年末年始
休業のお知らせ …………… Ｐ４

分

我孫子北地区社協☎︵７１６５︶３４３４

第４０回あびこ福祉バザー報告・善
意の報告 …………………… Ｐ３

北地区社協

我孫子北地区社協では︑お茶や体操などをとおして︑

住民同士の交流を深めることのできる﹁コミュニティ

サロン〝きた〟﹂を今年２月に開設しました︒

サロンでは︑足腰と柔軟性を鍛える体操をとおして

転びにくい体を作り︑要介護状態になることを予防︑

住み慣れた地域でいつまでも生き生きと生活が送れる

ようにとの思いで開催しています︒

また近年︑地域のつながりの希薄化などにより︑高

齢者の引きこもり︑閉じこもり等が問題とされていま

すが︑転びにくい体を作り︑サロンへ通うことが外出

名程度の参加があり︑お茶会ではグループ毎

のきっかけになってくれればと願っています︒
毎回

に様々な話題で盛り上がっています︒今後も居心地の

良いサロンになるようにしたいと思います︒

水曜日︑午後

ー２

我孫子ビレジ集会室︵我孫子ビレジショッ

毎月第

3 22

開催場所

開催日時

無料︵予約不要︶

30

ピングセンター２階︶我孫子市つくし野３ ー
参加費

1

※動きやすい服装︑水分補給等の飲み物持参
問合せ

30

検索

あびこ社協

2

歳末たすけあい募金・ガイドヘルパー
募集 集めて！寄付して！ボラン
ティア！

あびこ後見支援センター開設１周年
……………………………… Ｐ２

1

40
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あびこ社協だより

あびこ後見支援センター
開設１周年を迎えました！
あびこ後見支援センターでは、認知症、知的障害、精神障害
などの理由で判断能力が十分でない方が地域で安心して生活できる
ようサポートしています。
開設後、100 件を超える相談を受け、任意後見契約にもつながりました。
相談内容は「ご両親の後見について」「障害のある兄弟姉妹の後見について」
など、親族からのご相談が多く見受けられます。その他にも「制度について」
「申し立てについて」「法
人後見について」などのご相談もありました。
いつまでも自分らしく、住み慣れた地域で生活できるよう、引き続きサポートしていきますので、お
気軽にご相談ください。

あびこ後見支援センターの業務
成年後見制度って何？どうやって利用す ●成年後見制度に関する弁護士相談

成年後見制度に
ればよいの？といった疑問から、法律に関 １月27日 午後1時30分〜4時30分
関する相談
わる、専門的な相談までお受けします。

また、後見制度の書類作成などのお手
伝いもしています。

2月24日
3月24日

法人後見の受任

我孫子市民で経済的な理由などにより、

場所：市社協 費用：無料
※3月分まで予約受付中
（前日までに要予約）
1日3組（先着順、1組 1時間）
市社協 ☎（7184）1539
 support@abiko-shakyo.com

他に適切な後見人を得られない方の後見人などを引き受けます。受任には至っていません
が、現在、受任に向けて調整をしています。

任意後見の受任

任意後見とはご本人の判断能力低下に備え、将来希望する生活を実現するために、判断
能力が十分なときに、任意後見人となる人を選び、支援をしてもらう内容について契約をし、
公証役場で公正証書を作成するものです。当センターでは、任意後見についての相談、任
意後見人の受任についての相談をお受けしています。

福祉サービス
利用援助事業

日常生活自立支援事業
日常的に必要な金銭の管理のお手伝い及び、必要な福祉サービスが利用できるよう支援
します。現在、25名の方が利用しています。

その他事業

成年後見制度の普及・啓発（市民後見人の養成…平成29年度実施予定）
シニアクラブ女性会や認知症カフェで成年後見制度に関する説明を行いました。また、
NPO 法人 終活サポートセンター主催の終活大学「秋の文化祭」においてもブースを出し、
制度の説明や出張相談を行いました。説明会や出張相談などをとおして、普及・啓発に努
めています。制度に関する説明にお伺いしますので、お気軽にお声かけください。

申・問 あびこ後見支援センター
（市社協内）
☎
（7184）
1539
2

歳末たすけあい募金は︑毎
年 月 日〜 日までの期
間︑新しい年を迎えるこの時
期に︑支援を必要とする方が
安心して暮らせるよう︑地域
の皆様のご協力をいただいて
います︒
皆様からの温かいご寄付
は︑市内の生活困窮世帯や入
所されている子ども達への見
舞金︑障害者団体・障害者関
連施設団体などへの助成金︑
寝たきりなどの方への介護用
品支給など︑我孫子市の福祉
のために活用されます︒
12
1

31

歳末たすけあい
募金に
ご協力ください

集めて！寄付して！
ガイドヘルパー募集

ボランティア
皆様から寄せられた
品々は、地域福祉事業に
役立てています。ご協力
をお待ちしています。

集めている物
書き損じハガキ、未使用切手
古切手
使用済みインクカートリッジ
使用済み磁気カード（テレホンカード・
クオカード・交通機関カード）
不要な入れ歯（要洗浄）

回 収 場 所
市社協
各地区社協
ボランティア市民活動相談窓口
て・と・り・あ
西部福祉センター

9 月発行の「福祉の街へ」で視覚
障害者ガイドヘルパーを募集したと
ころ、5 名の方から問合せをいただ
き、登録の準備をしています。登録
される方からは、「これからの人生
で少しの時間でも役立てる仕事をし
たいと思っていたところ」と、嬉し
い言葉をいただきました。引き続き
募集していますので、ご応募お待ち
しています。

募集要項
資格： 同行援護従業者養成研修修了者又はヘルパー２級
（介護職員初任者研修修了）
以上
時給：９３０円
勤務体制：直行直帰、
勤務可能な日程及び
時間は相談に応じます
内容：（不定期）
買物や趣味などの外出
散歩や福祉センター送りなど１時間程度の業務
（定期的）
問 （7184）
1539

第 40 回

善意の報告
皆様からの温かい善意に
感謝申し上げます。

10 月 15 日㈯アビイホールで開催されましたバザー
においては、物品のご購入やご提供にご協力いただき
ました皆様には、心より感謝申し上げます。

平成28年8月〜10月まで
（受付順・敬称略）

売 上 金 816,630 円（※収益金ではありません）

入野 勝見（指定寄付）…………………50,000 円
森谷 君江（指定寄付）…………… 1,210,000 円
清水 卓 （指定寄付） …………… 4,000,000 円

来場者数 延べ 570 人
収益金で「車いす」の購入および主催団体の「子育
てサロン」
への助成金として活用させていただきます。

清水 卓 …………………………… 1,000,000 円
太子会我孫子支部 一同 ……………… 4,066 円
香江木蘭太極……………………………50,000 円

「車いす」は福祉教育や地域福祉活動、個人へ貸出し
いたします（無料）ご利用ください。
3

30

5

9

板
知
告

9

2017

福 祉 イ ベ ン ト・
催し物

1

4

30

湖北地区社協

30

4

我孫子南地区社協︵月〜
金︑午前 時〜午後 時︶
☎・ ︵７１８５︶５１１７

25 40

15

湖北台地区社協

9

30

認知症サポーター養成講座

日時 ２月８日㈬午後１時
分〜３時 分
場所 湖北台近隣センター
内容 認知症という病気を知
り︑気持ちを理解しましょう︒
参加費 無料
定員 先着 名︑要申込み・
締切り１月 日㈬※ 月 日
より申込開始
申・
湖北台地区社協︵月
〜金︑午前 時〜午後 時︶
☎・ ︵７１８８︶１４１０

5

9

新春映画会

12

日時 １月 日㈰午後１時開
演予定
場所 湖北地区公民館ホール
参加費 無料
定員 ２３０人
内容 ﹃鍵泥棒のメソッド﹄
︑
監督 内田けんじ︑主演 堺
雅人︑香川照之︑広末涼子ほか
湖北地区社協☎︵７１
８７︶２５５１︵月〜金︑午
前 時 分〜午後 時 分︶

21

我孫子南地区社協

第25回

福祉フェスティバル

日時 １月 日㈯ 時開演予
定
場所 けやきプラザ２階ふれ
あいホール
内容 市内の学校の合唱・吹
奏楽演奏︑ダンスなど
参加費 ３００円※当日チケ
ットと引き換えに市内福祉施
設の製品のプレゼントがあり
ます︒

1

4

我孫子南地区社協福祉フェスティバル

縁が和茶屋
毎月第3月曜日

1月23日
（第4週）
・2月6日・3月6日・4月3日
午後1時〜3時30分
（初回のみ要申込み）
1月16日・2月20日・3月27日
（第4週）
・4月17日
午前10時30分〜午後3時（お好きな時間にどうぞ）

今 年 に 入 り︑ 月 に は 熊 本 地 震︑
月には鳥取県中部地震︑北海道で
は台風による水害など天災が続いて
います︒
〝備えあれば憂いなし〟天災に備え
て︑家族と﹁地震がおきたら？﹂
﹁水
害にあったら？﹂と︑
想定し話し合い︑
備蓄品と集合場所の確認をしてみて
はいかがでしょうか？万全な備えで
被害は最小限となります︒
4

編集後記

市社協
4地区社協（我孫子北・我孫子南・湖北・湖北台） 12月29日㈭〜
ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
1月3日㈫
西部福祉センター
天王台地区社協………………… 12月27日㈫〜1月3日㈫
布佐地区社協…………………… 12月28日㈬〜1月4日㈬
あい・あびこ …………………… 12月28日㈬〜1月5日㈭
移送サービス…………………… 12月29日㈭〜1月5日㈭
福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら… 12月26日㈪〜1月5日㈭

社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

NPO 法人 デイヘルプ元代表 故森谷良三
様ご家族（妻君江様）のご厚意により、地域
福祉のために活用できる車両を購入させてい
ただきました。大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
10

年末年始休業のお知らせ

平成 28 年 12 月 １ 日発行

車両寄贈！
ありがとう
ございます

l i eto

毎月第1月曜日

共 通

9月開催 縁が和茶屋 押し花づくり

場所 福祉ショップ
＆軽喫茶ぽぽら
参加費 ３００円
︵ワンドリンク付︶
問合せ 市社協☎
︵７
１８４︶１５３９

高次脳機能障害カフェ「l i eto」
認知症カフェ 縁が和茶屋「cocokara」

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1861 TEL 04-7184-1539 FAX 04-7184-9929
メール postmaster@abiko-shakyo.com ホームページ http://abiko-shakyo.com
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