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福祉 の街 へ

心と心をつなぐ「ふれあい年賀状」
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検索

毎年、「歳末たすけあい運動」の一環として、「ふれあい年賀状」を
お送りしています。これは、お一人暮らし高齢者の方に、小学生とのふ
れあいを通じて心温まるお正月を迎えていだたくこと、また、子ども達
が地域のお年寄りへの感謝の気持ちを育んでいただくことを目的として
います。
感性が豊かな子ども達の年賀状は、大人では表現しきれないようなカ
ラフルな色遣い、イラスト、心温まるメッセージで表現されていて、受
け取られる方の心に響くものばかりです。
今年も、1573人の方に一枚、一枚心を込めて書き上げた「ふれあい
年賀状」を送付致しましたので、その一部を紹介させていただきます。
毎年、受け取られた高齢者の方からも、たくさんのお返事を頂戴し、
好評をいただいています。今後も、心と心をつなぐ事業として続けてい
きます。
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地域生活支援体制整備事業

はじまっているよ 地域でささえあう仕組みづくり
我孫子市高齢者地域ささえあい会議・地域ささえあい活動
（平成28年度から市委託事業）

団塊の世代が75歳になる2025年を目途に、高齢者
の方々が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができるよう、地域でささえあう
仕組みづくり（※地域包括ケアシステム）が全国的に
推進されています。
我孫子市では、市町村単位で「我孫子市高齢者
地域ささえあい会議（第1層協議体）、日常生活圏域
（中学校区）で「我孫子市高齢者地域ささえあい活
動（第2層協議体）を設置しています。
市社協では、会議・活動における調整役として、生
活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配
置し、地域でささえあう地域づくりを進めています。

我孫子市高齢者地域ささえあい会議

我孫子市高齢者地域ささえあい活動

高齢者に関わる事業所、相談支援機関、我孫子市孤立
死防止対策連絡協議会等から選出された１２名の委員で構
成されています。
現状市内で受けられる生活支援サービスの洗い出しを
行い、１１月に「高齢者のための日常生活困ったときガイ
ド」を発行し、高齢者の相談支援を行う方へ配布しまし
た。ホームページより、どなたでもダウンロードできるよう
情報を公開しています。
また、11月12日には我孫子南地区エリアで高齢者の生活
支援に関わるサービスを提供する企業・団体・商店、事業
所、市民活動・ボランティア団体、ケアマネジャー、民生委

我孫子南地区をモデル地区とし、取り組みを開始してい
ます。
我孫子南地区社協で行う住民参加型見守り活動（※我
孫子南フレンドネット委員会）をベースに、市と市社協が協
働することで、活動の更なる充実を目指すとともに、地域
課題の抽出やニーズの把握、サービスの創出を推進してい
ます。
今年度は、我孫子南フレンドネット委員会活動の充実を
はかるとともに、左記交流会への参加や他市からの視察受
け入れによる研修等を行っています。

員児童委員などの支援者、市や社協職員、総勢５７人が集
まり、
「顔が見える関係づくり」を目的とした「地域につい
てしゃべる場～地域ささえあい交流会」を、グループワーク
を交えて実施し、交流を図りました。

※地域包括ケアシステムとは・・・住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで送れるよう、住まい、医療、介護、予
防、生活支援を一体的に提供するシステムです。
※我孫子南フレンドネット委員会とは・・・地域での見守り活動を行い、小さな気づきを行政などに繋ぎ、高齢者の
安心・安全な環境づくりを目指しています。
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教育支援資金貸付制度のごあんない
所得の少ない世帯を対象に、高等学校・大学・短大・高等専門学校等へ
就学するための教育支援資金の貸付をしています。

貸付限度額

・教育支援費（修学に必要な経費）
高校
月3.5万円以内
大学
月6.5万円以内
高専・短大
月6.0万円以内
・就学支度費 50万円以内（入学金、制服代、学用品代等）
申・問 市社協 ☎（７１８４）１５３９
◎ご利用をお考えの方は、お早めにご相談ください。

※日本学生支援機構、日本政策
金融公庫、その他公的資金の
借入等が利用できる場合は、
先の借入が優先となります。

第42回

あびこ福祉バザーありがとう

集めて！寄付して！

社会貢献

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
10月20日㈯アビイホールで開催致しましたバザ
ーにおきまして、物品のご提供やご購入にご協力い
ただきました皆様に心より感謝申し上げます。
売上金 800,714円
来場者数 延べ550人
※「高齢者疑似体験セット」を購入します。

◦書き損じハガキ、古切手
◦未使用切手・ハガキ・磁気カード
（
 テレホンカード・クオカード・交通機関カード）
◦プリンターの使用済みインクカートリッジ
◦使用済み磁気カード
◦不要な入れ歯（金具の付いているもの）※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
皆様からの温かい善意に感謝申し上げます。 ◦ウエルシア薬局
平成30年9月～11月まで
（若松店・下ヶ戸店・新木駅前店）
（受付順・敬称略）

善意の報告

・香江木蘭太極
・我孫子市太子会 湖北支部
・湖北地区民生委員児童委員協議会
・安武慎作
・NPO 法人 実武道会館
・匿名
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福祉イベント・催し物
我孫子北地区社協

湖北地区社協

第22回 健康と福祉のつどい

2019新春映画会

日時 1月14日
（月・祝）午後1時30分開演
（午後1時開場）
場所 湖北地区公民館（コホミン）
定員 230人
参加費 無料（粗品進呈）
上映作品 『超高速！参勤交代リターンズ』
監督＝本木克英、出演＝佐々木蔵之介、深田恭子、井
原剛志、寺脇康文、上地雄輔 ほか
問 湖北地区社協 ☎（7187）2551（月～金）午前9
時30分～午後4時30分

日時 3月3日㈰午前9時40分～午後3時30分（9時
15分開場） 場所 あびこ市民プラザ
内容 千葉西総合病院医師による講演会、健康体
操、学生による落語会、健康チェック、健康相談、展示
即売会など（その他、多数アトラクションあり）
参加費 無料
問 我孫子北地区社協 ☎（7165）3434（月～金）
午前9時～午後4時

我孫子南地区社協

コミュニティカフェ
のご 案内

第27回 福祉フェスティバル

高次脳機能障害カフェ「lieto」
認知症カフェ「縁が和茶屋」〜 cocokara 〜
リ

共 通

日時 1月19日㈯１２時開演予定
場所 けやきプラザ２階 ふれあいホール
内容 第一小学校の合唱、我孫子高校の吹奏楽演奏、
阪田梁山さんの尺八、葵ひろ子さんの歌など
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。
問 我孫子南地区社協 ☎（7185）5117（月～金）
午前9時～午後４時

ッ

ト

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

2月4日・3月4日・4月1日
（4/1はバス
旅行）
毎月第1月曜日
午後1時～3時30分（初回のみ要申込み）

l i eto

布佐地区社協

星 空 ウ ォ ッチング

日時 １月２６日㈯午後5時30分～8時（午後5時15
分受付） 場所 布佐南小学校
参加費 無料
対象 どなたでも（申込不要）
内容 天文教室・星の観望 持ち物 上履き、懐中電灯
講師 東葛星見隊
問 布佐地区社協 ☎（7189）2119（月〜金）午前9
時〜午後4時

エ

1月21日・2月18日・3月18日・4月15日
午前10時30分～午後3時
毎月第3月曜日
（お好きな時間にどうぞ）

縁が和茶屋

布佐地区社協

高 校 生 の 子育てサロン

成年後見制度に関する弁護士相談

日時 1月28日㈪・29日㈫午前９時30分～11時（月
〜金）午前9時〜午後4時
場所 我孫子東高校レスリング場
対象 未就学児と保護者
内容 自由遊び、高校生と一緒にダンス、読み聞かせ など
申・問 布佐地区社協
☎（7189）2119

1月 25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
2月 22日
（先着順、相談時間１組１時間）
問 市社協☎
（7184）1539
3月 22日 y support@abiko-shakyo.com
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