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福祉 の街 へ

赤い羽根共同募金 10月1日〜3月31日

月１日から「赤い羽根」

共同募金運動が始まります

10

Index

赤い羽根共同募金は、
昭和22年に
「国民たすけあい運動」
として始まって以来、
「赤い羽根共同募金運動」
として広く定着し、
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、
児童会や生徒などによる学校募金、
職域募金
（市役所）
、
地区社協のイベント募
金など各本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。
1

⃝令和元年度事業報告・決算報告…P２
⃝あんしんカード更新のお知らせ・…
西部福祉センターの一部再開…
（お知らせ）
……………………… P3
⃝福祉・イベント情報、
結婚相談イベ
ント情報、
コミュニティカフェ、
弁
護士相談日程、
善意の報告… … P４
あびこ社協

検索

令和元年度

事業報告

（主な取組み）
●ホームページによる情報提供事業
ホームページによる情報提供事業
●第5次我孫子市地域福祉活動計画の中間見直し
平成31年4月1日にホームページを全面リニュ
平成29～30年度の実施事業について、事業評
ーアルを致しました。
価を行い、中間見直しを行いました。
各担当が直接情報を追加でき、スピーディーに
また、地区社協でも中間見直しを実施し、計画
タイムリーな地域情報を提供しています。
の進捗状況や今後の取組みについて確認しました。
●子どもの成長支援事業
●我孫子南地区社協の事務所移転
「我孫子市子ども食堂ネットワーク」と「我孫
「我孫子南地区高齢者なんでも相談室」と併設
子市子ども学習ネットワーク」の事務局として引
する形で、令和元年12月2日に国道365号線沿い、
き続き支援しました。
緑地区に我孫子南地区社協の事務所を移転しまし
「我孫子市子ども食堂ネットワーク」では、生
た。
（我孫子市緑1−4−5モリエビル1F）
活保護、ひとり親世帯に無料食券を年3回（4、6、
●生活支援体制整備事業
11月）配布し支援しました。また、東葛地区6市
第1層圏域（我孫子高齢者地域ささえあい会議）
の子ども食堂ネットワークで発足した「とうかつ
は、
「ささえあい交流会」の実施、
「高齢者のため
草の根フードバンク」に参画し、活動を広げてい
の困った時ガイド」の増刷、生活課題のワークシ
ます。
ョップなどを行いました。
「我孫子市子ども学習ネットワーク」では、ネ
第2層圏域の4地区社協 （我孫子北、天王台、
ットワーク会員の確保に努めました。運営・加盟
湖北台、湖北地区）で生活支援体制整備事業がス
団体6 → 9団体に増えました。
タートしました。

令和元年度
区

決算報告
前期末支払金残高
（1)

分

法 人 総 合 計

（単位：円）

収入計
⑵

支出計
⑶

当期末支払資金残高
⑴＋⑵－⑶

35,701,145

301,682,578 303,276,686

34,107,037

１．
社会福祉事業

31,493,613

277,707,520 280,536,997

28,664,136

地域福祉ネットワーク拠点区分（法人運営事業、地区社協設置事業、ボランティ

11,918,389

157,271,522 158,979,648

10,210,263

ア・市民活動支援事業、
ボランティアポイント制度事業、
生活支援体制整備事業）

法人後見支援センター拠点区分（法人後見事業、福祉サービス利用援助事業）

2,216,876

16,498,379

15,939,726

2,775,529

共同募金配分金拠点区分（一般募金配分金事業、歳末たすけあい募金配分金事業）

2,500

9,721,000

9,721,652

1,848

障害者総合支援法拠点区分（同行援護事業、居宅介護支援事業（障害者））

3,713,000

8,465,914

8,915,399

3,263,515

在宅福祉拠点区分（訪問介護事業、住民参加型ホームヘルプ事業、移送サービス事

9,083,664

40,645,618

41,890,782

7,838,500

西部福祉センター運営拠点区分事業

2,665,250

38,177,187

39,040,200

1,802,237

貸付拠点区分（生活福祉資金貸付事業、善意銀行運営事業）

1,893,934

6,927,900

6,049,590

2,772,244

２．
公益事業

2,518,938

14,465,370

13,047,928

3,936,380

介護保険拠点区分

1,789,186

11,258,870

9,705,365

3,342,691

結婚相談拠点区分

729,752

3,206,500

3,342,563

593,689

３．
収益事業

1,688,594

9,509,688

9,691,761

1,506,521

福祉ショップ拠点区分（福祉ショップ事業、自動販売機設置事業）

1,688,594

9,509,688

9,691,761

1,506,521

業、
コミュニティカフェ運営事業）
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今年は「あんしんカード」
の更新です！
あんしんカードをご利用頂いている皆さん、内容を見直し更新する年となりました。
古い情報のままでは、迅速かつ適切な処置を受けることができません。
内容に変更のない方も、新しい水色のカードに書き換えてください。
水色のカードが新しい情報の目印です。
あんしんカードは、〝あなたとあなたの大切な人を守ります！〟
書き換えへのご協力よろしくお願いします。

容は、
内
の
ド
カー
必ず
年に一度
しょう！
ま
し
認
再確

●緊急連絡先は、
変わっていませんか？
●かかりつけの病院・お薬は、
変わっていませんか？
●下記の4点は入っていますか？
●薬剤状況提供書
（写し）
さらに入れておくと良いもの
●健康保険証
（写し）●診察券
（写し）●本人確認用の写真
●新しいカードがほしい。●カードが足りない●新しいシールが欲しい。

そんなときは…社会福祉協議会にお電話ください。
郵送いたします。 問 ☎（7184）1539

西部福祉センター

一部施設を再開しています！

（完全予約制）

今後の感染状況等を踏まえ、見直しを行う場合があります。
再開施設

浴室、囲碁・将棋、売店の一部
※完全予約制のため、利用時間に制限がありますのでお問合せください。

利用制限

入浴・囲碁将棋・・・１週間に１回の予約が可能です。
（例）10月１日㈭利用 （次回予約）10月８日㈭以降
※１回の申込で予約が出来るのは入浴、囲碁将棋のどちらか。
また、同じ日に入浴と囲碁将棋の予約はできません。

送迎バスについて

西部福祉センター～我孫子駅間
西部福祉センター～天王台駅間
※施設を予約している方専用です。
※市役所発行のパスカードでの利用はできません。（感染症拡大防止のため）

予約・問 西部福祉センター ☎
（7185）
5818
（月曜日・隔週火曜日の休館日以外、
午前 10 時～午後 4 時）

◎７月15日号の発行は、配布していただいている皆様の感染予防を考慮し、中止としました。
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福祉イベント・催し物
天王台地区社協・まちづくり協議会共催

我孫子市結婚相談所

健康フェア
（天北・こもれび）

日時 ①11月5日㈭②12月３日㈭いずれも午前10
時～11時30分
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 ①～正しい歩きで筋力アップ！～ バランス
ウォーキング②～ロコモ予防体操で健康寿命を延ば
しましょう！～ 転ばないための体操教室
講師 ①駒崎優先生（NPO法人ウォーキング研究所）
②轟幸治先生（匠マッサージ鍼灸あんまマッ
サージ師）
定員 いずれも、要申込先着20人 対象 市内在住
参加費 無料 その他 マスク着用、履き慣れた上
履き靴持参。
問・申 ①10月1日㈭～電話にて
②11月2日㈪～電話にて
天王台地区社協 ☎（7183）9009（月～金）午
前9時～午後4時 ※第2・4火曜日、祝日除く

湖北地区社協

2020こほく福祉まつり

日時 12月5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 近隣小中学校作品展示、傾聴講座ほか
問 湖北地区社協（月～金）午前9時30分～午後4
時30分 ☎（7187）2551
新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中
止される場合があります。
各主催者団体にご確認のうえ、ご参加ください。

イ ベ ント情 報

●マスクdeミニ婚活

パート3
平日休みの人集まれ！！

平日休みの人、シフト制で働いている人のための婚
活です。
日時 12月10日㈭
申 11月25日㈬
●マスクdeミニ婚活

パート4
スポーツ好きの人集まれ！！

スポーツをやっている人、スポーツ観戦が好きな人
のための婚活です。
日時 12月13日㈰
申 11月29日㈰
●マスクdeミニ婚活

パート5
再婚したい人集まれ！！

再婚したい方、結婚相手が再婚の方であることを了
承する人のための婚活です。
日時 12月19日㈯
申 12月4日㈮
＜ 各回共通 ＞
内容 自己紹介、ゲーム、フリータイム他
場所 けやきプラザ11階 我孫子市結婚相談所
時間 午後3時～5時 対象 30代40代の独身男女
定員 8名程度 ※少人数制 ※最少催行人員 男女
各3名 ※応募者多数の場合、抽選。初参加優先
参加費 1,000円（ドリンク・お菓子付き）
問・申 我孫子市結婚相談所 あび♡こい♡ハート
☎（7184）8100
E-mail wedding@abiko-shakyo.com

善意の報告

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

エ

ッ

あび♡こい♡ハート

ト

皆様からの善意に感謝申し上げます。

令和2年4月～令和2年7月まで（受付順・敬称略）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当面の間は休止しています。
再開の日が決定しましたら、改めて周知させ
ていただきます。

湖北台湖伯会／中島晶江／匿名／紫竹
克彦（指定寄付）／菊地功（指定寄付）／
加藤由美子（指定寄付）／ふれあい工房
運営協議会／匿名／吉野公一（指定寄
付）／我孫子市水道局（コカ・コーラジ
ャパン㈱、㈱伊藤園柏支店より指定寄
付）／誕生日ありがとうの会（指定寄
付）／我孫子グランドゴルフ協会／入野
勝見（指定寄付）／匿名／香江木蘭太極／
橋本眞見・サヨ子／吉田宣美／鈴木喬生

成年後見制度に関する弁護士相談
10月23日 毎月第4金曜日
午後１時30分～４時30分
11月27日 （前日までに要予約）
12月25日 １日３組（先着順、相談時間1組1時間）
問：市社協☎（7184）1539
1 月22日 y support@abiko-shakyo.com

令和 ２ 年 10 月 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
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
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