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　赤い羽根共同募金は、みんなのやさしさを集める活動で
す。今年も10月1日から全国一斉に始まりました。我孫子
市内で集められた募金は高齢者、障がい児者、子どもたち、
ボランティア活動、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、児童会や生徒会などによる学校募

金、職域募金（市役所）、地区社協によるイベント募金など
各方面から募金の呼びかけを行っています。皆さまから
の温かいご支援ご協力をよろしくお願いします。
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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

●布佐南まちづくり協議会　文化祭
布佐南近隣センター 10月19日㈯・20日㈰
●ふさの風文化祭

近隣センターふさの風 10月26日㈯・27日㈰
●北部地域文化祭

我孫子ビレジ・ショッピングセンター
11月2日㈯～ 4日㈪
●第21回湖北台健康まつり

湖北台中学校 11月2日㈯
●布佐平和台祭

布佐南公園 11月3日㈰
●健康フェア

近隣センターこもれび 11月7日㈭
●健康フェア

天王台北近隣センター 12月3日㈫
●こほく福祉まつり

湖北地区公民館(コホミン) 12月7日㈯
●第28回福祉フェスティバル

けやきプラザ2F 令和2年2月8日㈯

令和元年 台風第15号千葉県災害義援金 募集
令和元年9月9日に千葉県に上陸した台風15号による
被災者に対して、義援金を募集しています。

赤い羽根共同募金 10月1日〜3月31日

あびこ社協だより 福祉の街へ



備品貸出事業のお知らせ

訪問介護サービス事業（ホームヘルパー）

ご利用者アンケート（一部抜粋）
　平成30年12月に無作為でご利用者様を30名選出させていただき、

そのうち21名の方に回答いただきました。

　市社協では自治会活動や地域活動でご利用いただける備品の貸出を
行っています。市社協または「て・と・り・あ」へお問合せください。
※数に限りがあります、お早目にご予約ください。

市社協 取扱い備品

Qサービスの提供に際し、あなたや家族の気
持ちは大切にされていると思いますか。
A17名の方から「満足している」と回答いた
だきましたが、2名の方から「どちらとも言え
ない」という回答でした。今後は全員の方か
ら満足いただけるよう、努力します。

Q全体としてサービスに満足していますか。
A全員の方から「満足している」と回答いた
だきました。今後も全員の方に満足いただけ
るよう、努力します。

　ご利用の方から、あたたかいご意見をいた
だきました。一部紹介させていただきます。
●いつも時間内にテキパキとしていただきあ
りがとうございます。
●いつも元気にお仕事して頂きありがとうご
ざいます。体調の悪い時、気分のすぐれない時、
元気を頂いております。感謝しております。

　アンケート結果及びご意見を真摯に受け止
め、サービスの質の向上に向けて、職員一同
努力して参ります。　

プロジェクター ＤＶＤプレイヤー スクリーン
テント スロープ ワイヤレスアンプ（マイク付き）
高齢者疑似体験セット 車イス 血管年齢計
体組成計 握力計 身長計
血圧計 長座体前屈測定器 発電機
骨健康度測定器 骨ウェーブ あんしんカードＤＶＤ 肺活量計
脳内元気度測定器

「て・と・り・あ」 取扱い備品

申・問　ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ　☎7185－5233

白杖 アイマスク 点字器
触地図 視覚障害者体験プレート

申・問　市社協　☎7184－1539

あび♥こい♥ハートのご案内
我孫子市結婚相談所

♥交際中カップル 33組
♥婚約中カップル 1組
♥成婚カップル 9組

問　市社協　我孫子市結婚相談所 あび♥こい♥ハート
　　☎7184-8100　E-mail：wedding@abiko-shakyo.com

婚活イベント
会って話して、自分に合ったお
相手を選べます。スポーツ、バー
ベキュー、ケーキ作り、内容は
様々です。

スキルアップセミナー
スキルアップでさらに魅力的な
自分に！これまで、コミュニケー
ション講座、メイクアップ講座、
カラーコーディネート講座を実
施。

相談・フォローアップ
（会員限定）

お相手探し、交際中、結婚に至
るまで専門のスタッフが相談に
応じ、きめ細かにアドバイスいた
します。

お相手のご紹介
（会員限定）

お写真やプロフィールを見て、
条件に合ったお相手をお選びい
ただくことから、お見合いまで
のコーディネートをいたします。

会員は

随時募集
中！

お気軽に

お問い合
わせ

ください
。

平成30年 度 実績
会員数　（男）222人／（女）122人

開 設
日 時

場 所

登録料

祭日、年末年始を除く次の日時
・毎週木曜日　10時から17時（予約優先）
・毎月第1・第3　土曜日　10時から19時
・毎月第2・第4　日曜日　10時から19時

けやきプラザ11階（我孫子駅南口徒歩1分）
〒270-1192　千葉県我孫子市我孫子1858番地

市内在住在勤者　5,000円／ 2年間
上記以外　　　　6,000円／ 2年間

｝

専門のスタッフによるきめ細かな相談・フォローアップを中心に、出会いの機会づくり、
マッチング、スキルアップセミナーなど複数の結婚支援を行っています。会員以外の方
もご参加いただけます。詳しくは、ホームページでご案内しています。

予約優先、17時以降は
3日前までに要予約（　　　　　　）
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〒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

令和元年10月15日発行
 社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

湖北台地区社協
  第21回 湖北台健康まつり

湖北台・駅前「お休み処」ミニイベント
 ハンドベル演奏会

我孫子南地区社協
 第28回 福祉フェスティバル

湖北地区社協
 2019 こほく福祉まつり

ほっとサロン
 お楽しみクリスマス会

天王台地区社協
　健康フェア（天北・こもれび）

日時　11月2日（土）午前9時30分～正午（受付11時
15分まで）
場所　湖北台中学校　多目的ホール、体育館
内容　健康チェック（体脂肪、血圧、肺活量など）
健康相談（保健センター、聖仁会病院、高齢者なんで
も相談室）　費用　無料　問　下記共通

日時　①11月7日（木）②12月3日（火）
いずれも午前10時～午後3時（受付午後2時まで）
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「腰痛、ひざ痛の痛
みと対処法」　講師　千葉西総合病院リハビリテー
ション室理学療法士（午後の部）体力測定、健康チェ
ック等※要申込み先着30名　参加費　無料
問・申　天王台地区社協　☎（7183）9009（月～
金）午前9時～午後4時※第2・4火曜、祝日除く

日時　12月7日（土）午後2時～3時
場所　湖北台・駅前「お休み処」
出演　すずの木ハンドベル・クワイア
問　湖北台地区社協☎（7188）1410（月～金）午前9
時～午後4時

日時　12月7日(土)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、バザー（１１時～）、
介護福祉施設の紹介と展示、ポスターコンクール表彰
展示、福祉作業所の製品販売、模擬店他多数
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　12月13日（金）午前10時～11時30分
場所　湖北台市民センター
対象　3歳くらいまでのお子さんと保護者

福祉イベント・催し物

NPO住みたいまちづくりの会／我孫子市
水道局（コカ・コーラジャパン㈱、㈱伊藤園 
柏支店より寄付）／笹原克之／入野勝見／
香江木蘭太極／ NPO法人 ＯＨＡＮＡ会

皆様からの善意に感謝申し上げます。
令和元年６月～８月まで（受付順、敬称略）

善 意 の 報 告

l ieto 
毎月第1月曜日

11月11日（第2）・12月2日・1月27日（第4）
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

11月18日・12月16日・1月20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

内容　歌や手遊びでクリスマスを楽しみます
費用　無料
持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装
問　湖北台地区社協　☎・5（7188）1410（月～金）
午前９時～午後４時

日時　令和２年２月8日（土）正午～午後4時
場所　けやきプラザ2階　ふれあいホール
内容　小学校の合唱、吹奏楽部の演奏、歌、太鼓演奏
など　費用　300円※当日チケット（12月中旬ごろ発
売予定）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

10月25日 毎月第4金曜日／※12月のみ第3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22日

12月20日

 1 月24日

成年後見制度に関する弁護士相談

どなたでも
お気軽に

お越しください
！

この広報誌は赤い羽根共同募金配分金の一部を活用し発行しています




