
1

2018.10.1  No.134

　赤い羽根共同募金は、身近な助け合いの募金で、千葉県
域で３割、我孫子市域で７割が活用され、高齢者、障がい児
者、子どもたち、ボランティア活動や地区社協など、住民の
地域福祉活動を支える貴重な財源となっています。
　我孫子市支会（市社協）では、自治会を通じて戸別募金、
企業・商店の法人募金、学校募金、職域募金（市役所）、地区

社協によるイベント募金等各方面から呼びかけを行って
います。皆様からの温かいご支援ご協力をよろしくお願
いします。
　また、１２月１日から並行して「みんなで温かいお正月
を迎えよう」をスローガンに、歳末たすけあい募金も始ま
ります。併せて、ご支援ご協力をお願いします。
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下記の日程で募金運動が行われます
※行事名、場所、開催日

●第20回湖北台健康まつり
湖北台中学校、10月13日㈯
●第42回あびこ福祉バザー
アビイホール、10月20日㈯
●ふさの風文化祭
近隣センターふさの風、
10月27日㈯・28日㈰
●布佐平和台祭
布佐南公園、11月3日㈯
●北部地域文化祭
北地区社協、11月3日㈯～5日㈪
●布佐もみじまつり
布佐駅東口大通り、11月4日㈰
●健康フェア（天王台地区社協）
天王台北近隣センター、11月8日㈭
●こほく福祉まつり
湖北地区公民館、12月1日㈯
●健康フェア（天王台地区社協）
近隣センターこもれび、12月4日㈫
●第27回福祉フェスティバル（南地区社協）
けやきプラザ、1月19日㈯

思いやりの気持ちを赤い羽根に託して！

あびこ社協だより 福祉の街へ



あびこ後見支援センター（平成27年10月開設）

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。

　成年後見制度って何？どうやって利用すればよいの？といった疑問から、法律に関わる専門的な
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。

●弁護士相談（毎月 第4金曜日）午後1時30分～4時30分
　費用：無料　一日3組（１組１時間 先着順、前日までに要予約）

あびこ後見支援センターでは、こんな事業をしています

生活支援員を募集しています

成年後見制度に関する相談

　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任意後見契約し、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
ついてのご相談をお受けしています。

任意後見の受任

　成年後見制度に関する説明を行っています。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。

その他事業

　高齢や障害があることで、日常的に必要な金銭の管理ができない方のお手伝い及び、必要な福祉
サービスが利用できるよう、支援します。現在、34名の方が利用しています。

●時給1,000円程度
　金融機関からの払い戻しを行い、利用者さんにお金をお渡しするお仕事になります。詳細
はお問い合わせください。

福祉サービス利用援助事業：日常生活自立支援事業

　我孫子市民で経済的な理由などにより、他に適切後見人を得られない方
の後見人などを引き受けます。（家庭裁判所の審判により、受任します）

法人後見の受任

成年後見制度の普及・啓発

※月１～２回、２時間程度のお仕事です。

申・問　あびこ後見支援センター（市社協内）☎（7184）1539

予約枠は毎回
埋まっていますので、
予約はお早めに
お願いします

6件受任して

います！

我孫子市結婚相談所

あび 　こい 　ハート ご案内
結婚したい方を全力で応援します！

場　所　けやきプラザ11階
定　員　一人1テーマ選択制　テーマ別　男女各5名程度
最少催行人員　テーマ別男女各3名　※申込多数の場合は、抽選。
参加費　2,000円（お茶・お菓子付き）
申・問　☎・メール　※11月3日㈯〆切
　　　　我孫子市社会福祉協議会　我孫子市結婚相談所　あび♡こい♡ハート
　　　　� wedding@abiko-shakyo.com
　　　　新電話番号  ☎（7184）8100※9月21日㈮から変更になりました。

趣味♡婚活
パートⅡ

●テーマ別交流会　●対面式自己紹介（参加者全員と）
●レクリエーション　●フリータイム　●マッチング　●閉　会

イベント情報

あびこ de 婚活しませんか！

プログラム

海／プール好き　
❶ 釣りが好きな人
❷ 海水浴が好きな人
❸ マリンスポーツが好きな人

山／アウトドア好き
❶ ハイキング・登山が好きな人
❷ キャンプ・BBQが好きな人

走ることが大好き
❶ マラソンが好きな人
❷ ランニングが好きな人

11月25日（日）
午後2時～5時

20代～40代
独身の男女

テーマ別交流会

市外の方も

登録OK!

開 設 日 毎月第１・３土曜日、第２・４日曜日　午前10時～午後５時
 毎週木曜日　午前１０時～午後５時
場　　所 けやきプラザ１１階
手 数 料 登録手数料　5,000円、お見合い手数料　1回500円
登録期間 登録月１日～2年間
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平成３0 年 10 月１日発行
 社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

日時　①11月8日（木）②12月4日（火）
　　　いずれも午前10時～午後3時
場所　①天王台北近隣センター
　　　②近隣センターこもれび
内容　（午前の部）講演会「元気なシニアをめざし
て！～生活習慣病予防の食と運動～」
講師　名戸ヶ谷あびこ病院　若松卓先生（理学療法
士）・吉岡しのぶ先生（管理栄養士）、（午後の部）体力
測定、健康チェック等※要予約あり、問合せください。
参加費　無料
問・申　天王台地区社協（月～金 午前9時～午後4
時）※第2.4火曜、祝日除く☎（7183）9009

日時　11月30日（金）・12月4日（火）・平成31年1月
28日（月）・1月29日（火）
※いずれも、子育てサロン午前10時～11時
（受付 午前9時30分～10時）
場所　千葉県立我孫子東高等学校（レスリング場）
問・申　千葉県立我孫子東高等学校
☎（7189）4051・5（7189）5426

日時　12月1日㈯午前10時～午後3時
場所　湖北地区公民館（コホミン）
内容　近隣小中学校吹奏楽演奏、書道パフォーマン
ス、新木小ダンス、和太鼓龍翔、施設の紹介と作品展
示、福祉作業所の製品販売、模擬店、バザーなど
問　湖北地区社協（月～金 午前9時30分～午後4時
30分）☎（7187）2551

開催日　毎月第2・4水曜日※12月は休み
時間　午前9時50分集合、午前10時～11時30分
会場　我孫子南地区社協事務所　　費用　無料
持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装
問　我孫子南地区社協（寿2-27-41）☎（7185）5117

福祉イベント・催し物

・社会福祉法人 真和会　あおいの里 我孫子・
誕生日ありがとうの会・入野勝見（指定）・我
孫子市水道局 （コカ・コーライーストジャパン
㈱、㈱伊藤園からの寄付として）・笹原克之 （指
定）・香江木蘭太極・安武慎作・小川たい

皆様からの温かい善意に感謝申し上げます。
平成30年5月～8月まで（受付順・敬称略）

善 意 の 報 告

10月 26日 相談日：毎月第4金曜日／ 
　　　　午後１時30分～４時30分 
　　　 （前日までに要予約）１日３組 
　　　 （先着順、相談時間１組１時間）
問：市社協☎7184-1539
ysupport@abiko-shakyo.com

11月 16日

12月 21日

1月 25日

l ieto 
毎月第1月曜日

11月5日・12月3日・1月7日・2月4日
午後1時～3時30分（初回のみ要申込み）

縁が和茶屋
毎月第3月曜日

10月15日・11月19日・12月17日 
1月21日午前10時30分～午後3時 

（お好きな時間にどうぞ）

高次脳機能障害カフェ「l
リ エ ッ ト

ieto」
認知症カフェ 「縁が和茶屋」〜cocokara〜

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  市社協☎（7184）1539

共  

通

日時　10月20日㈯午前10時30分～午後3時
　　　（品物売切れ次第終了）
場所　アビイホール
　　　（イトーヨーカドー　我孫子南口店3階）
主催　あびこ福祉バザー実行委員会（我孫子市民生委
員児童委員協議会・市内6地区社協・東葛飾地区更
生保護女性会我孫子支部・我孫子市社会福祉協議会）

成年後見制度に関する弁護士相談

コミュニティカフェのご案内

第42回 あびこ福祉バザー
開催します

湖北地区社協

2018 こほく福祉まつり

天王台地区社協

　健 康 フェア 開 催

我孫子南地区社協

介護予防教室へのお誘い

布佐地区社協 ☆高校生の子育てサロン☆
 〜お兄さん、お姉さんと
　　　　　一緒に遊ぼう！〜


