あびこ社協だより
2 0 2 0. 1 . 15 No.

139

福祉 の街 へ

我孫子南地区社会福祉協議会が移転 新たにオープン！
新事務所は我孫子駅南口から徒歩５分程の所にあります。
お気軽にお立ち寄りください。
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検索

市社協では、市内6ヵ所に地区社協を設置し、地区の住民の方々が
担い手となり地域福祉を推進しています。この度我孫子南地区社会福
祉協議会の事務所が、我孫子駅南口から徒歩5分ほどの国道356号線
沿いに12月2日㈪に移転しました。他地区と比べ人口が多い我孫子地
区では常磐線を境に北側（我孫子北地区）と南側（我孫子南地区）に
地区社協を設置し活動しています。
また、
「我孫子南地区高齢者なんでも相談室」も新たに12月1日㈰に
開設され、初の試みとして「高齢者なんでも相談室」と「地区社協」が併
設されました。これまで以上に、連携を密に地域の方々が安心・安全
な生活が送れるよう事業を推進していきます。次のページでは、他の
地区社協の紹介をしていますので、ぜひご覧ください。
住 所 我孫子市緑1−4−5 モリエビル1階
開設日 月～金 午前9時～午後4時（土・日・祝・年末年始休み）
問 我孫子南地区社会福祉協議会 ☎･5（7185）5117
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地 区社 会 福 祉 協 議 会
市内に６ヵ所ある地区社協は、地域住民に最も身近な社協として、それぞれの地域の特性に合
わせた住み良いまちづくりを目指し活動している住民組織です。地域の様々な団体やグループと
協力し、共助のネットワークをつくり、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層を対象に、事業を
展開しています。今回は、各地区の一押し事業を写真で紹介します。
開 設 日・時 間 の ご 案 内
開 設 日 月～金曜日（土・日・祝、年末年始は休み）
※但し、天王台地区社協は第２・４火曜日、布佐地区社協は第２・４水曜日休み
開設時間 午前9時〜午後4時
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布佐地区社協
すくすくほっとひろば
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2019こほく福祉まつり
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布佐駅
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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・高等専門学校・大学等へ
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35,000円以内
高専・短大
月60,000円以内
大学
月65,000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。

第43回

※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。

集めて！
寄付して！

あびこ福祉バザーのご報告
「第43回あびこ福祉バザー」は、台風１９号の
影響により今年度は中止とさせていただきました。
品物の提供にご協力いただきました皆様方には心
より感謝申し上げます。
ご寄付いただいた物品は、来年度のバザーで販売
をさせていただくとともに、一部を地区社協のバザ
ーへ提供させていただきました。収益金は地域福祉
のために活用させていただきます。

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

◦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
◦ウエルシア薬局（若松店・下ヶ戸店・新木駅前店）
問 ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
☎（7185）5233

令和元年台風第15号、19号、大雨被害の
災害ボランティアセンターへ職員派遣（報告）
千葉県社会福祉協議会の要請を受け、市社協から「被災地災害ボランティアセンター」
運営スタッフとして、９月～１１月まで延べ職員を14名を派遣しました。
派遣先：館山市、南房総市、鋸南町、多古町、茂原市、長柄町
千葉県南部では、
「 風害」による被害が大きくブル
ーシートでの屋根の補修、崩れたビニールハウスの撤
去、倒木や家屋の解体など専門性の高いボランティ
アが求められていました。
また、茂原市や長柄町では、家屋の土砂搬出、畳
上げ、水に濡れた家具の搬出などの依頼が多く見ら
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れました。
いずれの地域も時間経過とともに必要な支援内容
が変わり、相手の気持ちに寄り添った支援が必要に
なってくることを学びました。被災された方々に心よ
りお見舞い申し上げるとともに、１日も早い復興をお
祈り申し上げます。

福祉イベント・催し物
天王台地区社協

我孫子北地区社協

初めての方、大歓迎！

男 性 の た めの料理教室

日時 3月28日（土）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 名戸ヶ谷あびこ病院医師による講演会（午
前）、終活についての講演会（午後）、ダンス、フラダ
ンス、健康チェックなど 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

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・場所・献立
①1月30日（木）午前9時45分集合、近隣センターこ
もれび調理室、レトロナポリタン・豆腐ステーキ＆き
のこのワイン炒め・コロコロポテトサラダ・デザート
②2月27日（木）午前9時45分集合、天王台北近隣セ
ンター調理室、里芋ご飯・鶏のアドボ・キャベツのマ
リネサラダ・デザート ※メニュー変更の可能性あり
−①②とも（共通）−
対象 男性の方（年齢問わず）
参加費 500円（当日集金）
持ち物 エプロン、三角巾、布巾
定員 16名（要予約）定員になり次第締切り
申・問 天王台地区社協 ☎・FAX（7183）9009
（月～金）午前9時～午後4時 ※第2･4㈫・祝日除く

第23回 健康と福祉のつどい

日時 2月8日（土）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 我孫子第四小学校の合唱、白山中学校の吹奏
楽演奏、和太鼓演奏、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

場 所 福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
も
参加費 300円（ワンドリンク付） どなたで
お気軽に
問 市社協☎
（7184）
1539
さい！
お越しくだ

縁が和茶屋
毎月第3月曜日

2月17日・3月16日・4月20日
午前10時30分～午後3時
（お好きな時
間にどうぞ）

成年後見制度に関する弁護士相談
1月 24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）
2月 28日
１日３組（先着順、相談時間１組１時間）
問 市社協☎
（7184）1539
3月 27日 y support@abiko-shakyo.com

第18回 布佐地区社協まつり

令和 ２ 年 １ 月

ト

2月3日・3月2日・4月6日
（初回のみ要申込み）
毎月第1月曜日 午後1時～3時30分

布佐地区社協

日時 3月8日（日）午前10時～午後3時（雨天実施）
場所 近隣センターふさの風
内容 健康コーナー（血管年齢・骨年齢・肺活量測
定、保健師相談、他）、舞台（講演会・上野かづみショ
ー・鳥谷部由美子ショー・ビンゴ）、お餅つき（お雑煮
無料配布）、福祉施設物品販売
参加費 無料
問 布佐地区社協 ☎（7189）2119（月〜金）
午前9時〜午後4時 ※第2･4㈬・祝日除く
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我孫子南地区社協

第28回 福祉フェスティバル
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編集後記

あけまして、おめでとうございます。
冬なので寒いのは仕方ありませんが、やはり辛いで
すね。私は寒暖差アレルギーで温かい室内から寒い室
外に出ると咳が出ます。傍から見ると風邪をひいてい
ると思われ困ることも…。
年が明け、まだ来ぬ春が待ち遠しく感じられる今日
この頃です。
善意の報告 皆様からの温かい善意に感謝申し上
げます。令和元年9月～11月まで（受付順・敬称略）
匿名 ／ 香江木蘭太極 ／ NPO法人 実武道会館

15 日発行

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1861 TEL 04-7184-1539  FAX 04-7184-9929
社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会 メール postmaster@abiko-shakyo.com ホームページ http://abiko-shakyo.com
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