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福祉 の街 へ

高齢者のためのガイドブック発行！
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高齢者の生活課題を検討し活動をしている「我孫子市高齢者地域さ
さえあい会議」(生活支援体制整備事業)では、この度、生活の中で困
ったときに利用できるサービスについてまとめた情報冊子「高齢者の
ための日常生活困ったときガイド ２０２０年度版（改訂版）」を発行
しました。
平成30年度に初版を発行した際は、相談支援機関等へ配布しました
が、市民からの「購入したい」というご意見を多くいただき、改訂版
では、ご希望される方へ2月1日㈪より、市社協、地区社協の窓口で、
では、ご希望される方へ2月1日
1部300円で販売を致します。
困った時の“転ばぬ先の杖"として、ご自宅に１冊いかがでしょうか。

あびこ社協

検索

問 市社協 ☎（7184）1539
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コロナ禍のいまだからこそつながる ～電話訪問サービス～

「 支えられる喜び 」
「支える喜び」
と
いま、コロナ禍で外出や交流の機会が減る中、市内4つの地区社協で電話による見守り活動
（電話訪問サービス）を行っています。
この活動は、傾聴を勉強したボランティアが一人暮らしの高齢者等へ電話をし、お話をするこ
とで孤独感の緩和と安否確認を目的としています。
また以前から行っている活動ですが、コロナ禍のいまだからこそ、人とのつながり、会話の大
切さを改めて実感しています。ご利用されている方からも、たくさんの喜びの声をいただいており
ます。守秘義務を守り活動していますので、安心してご利用ください。
また、お約束のお時間にお電話しても連絡がつかなかった際は、サービス申込時にお知らせい
ただいた緊急連絡先や関係機関と連携し、対応しますのでご利用者の方もご家族の方も安心な
サービスです。ぜひ、ご活用ください。

我孫子北地区社協

我孫子南地区社協

対象者 お一人暮らし、日中一人の高
齢者の方など
実施日 毎週月～金、午前9時30分～
10時30分
問・申 我孫子北地区社協（月～金、
午前9時～午後4時）☎（7165）3434

対象者 高齢者、お一人暮らし、日中
お話し相手の少ない方
実施日 毎週月・金曜日、午前９時30
分～ご希望の時間
問・申 我孫子南地区社協（月～金、
午前9時～午後4時）☎（7185）5117

天王台地区社協

湖北台地区社協

対象者 高齢者、障がい者などでご希
望される方
実施日 毎週火～金、午前9時30分～
10時30分
問・申 天王台地区社協（月～金、午
前9時～午後4時）但し、第2・4㈫を除
く☎（7183）9009

対象者 高齢者、障がい者などでご希
望される方
実施日 毎週月・水・金曜日、午前9時
30分～10時30分
問・申 湖北台地区社協（月～金、午
前9時～午後4時）☎（7188）1410
00
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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。

集めて！
寄付して！

※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、
他の制度の借入が優先となり
ます。

我が子に良縁を見つけたい方のための

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

代理婚活会
お仕事などで忙しいお子様の代わりに
親御さんが代理でお相手探し

◦使用済み切手
※日本切手と外国切手は分けてお持ちください。
◦使用済み磁気カード
・ テレホンカード
・ 鉄道カード（メトロカード、イオカード、
パスネット）
・ ハイウェイカード
・ クオカード
※上記以外のカードや、折れ曲がり、線や傷、
書き込み、セロハンテープが付いているものは
集めておりません。
◦使用済みインクカートリッジ
家庭用のインクカートリッジを回収しています。
キャップをして持ち込みお願いします。
◦使わなくなった入れ歯（金具がついたもの）
※消毒をしたキレイな状態で封筒やチラシに包
み、見えない形でご持参ください。換金され、
ユニセフ協会へ4割、社協へ4割が寄付されます。

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 市社協☎（7184）1539
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我孫子市結婚相談所が幸せのお手伝いをいたします
コロナウイルス感染防止対策を行い開催します。

日時 3月6日㈯午後1時～3時30分
場所 我孫子市結婚相談所（けやきプラザ11階）
参加条件 ①34歳～43歳の独身の息子さん娘さん
の親御さん
②お子さんの了承を得ている方
③お子様1名につき1名の親御様での参
加
募集人員 娘・息子 各12名（応募多数の場合抽選）
参加費 2,500円（お茶菓子代 ・ 資料代他）
申・問 2月20日㈯までに我孫子市社会福
祉協議会へTEL又はQRコードで申込み
我孫子市結婚相談所☎（7184）8100

福祉イベント・催し物

ご寄付を頂きました

我孫子北地区社協

第24回 健康と福祉のつどい
日時 2月23日㈷午前9時30分～午後3時 (開場9
時15分)
場所 あびこ市民プラザホール・第一会議室
内容 午前の部：講演「終活のおはなし」～相続・お
墓・葬儀の概要～(80名)、健康体操（体操のDVD差
し上げます） 午後の部：血管年齢測定、骨健康測
定(各50名)、健康相談ほか
参加費 無料 ※講演・測定はすべて要予約
問 我孫子北地区社協 ☎（7165）3434（月～金）
午前9時～午後4時

天王台地区社協

令和2年11月6日に我孫子市在住の髙 康治
さん（83歳）より、社会福祉への支援として100
万円の寄付を頂きました。髙さんは日頃から我
孫子北地区社協の事業である「もしもしコール
(一人暮らしの高齢者への電話訪問サービス)を
利用されており、独居の高齢者の見守りやここ
ろのケアなどの社会福祉協議会の事業活動に
賛同され、今回の寄付へと繋がったものです。
頂きました寄付金については地域福祉の振興
事業資金として今後有効活用してまいります。
世界の人形館 代表
ワールドトラベラー 髙 康治
TEL/FAX ０４－７１８４－４７４５
E-mail ko-yasu@maple.ocn.ne.jp

初めての方、大歓迎！

男性のための料理教室

日時・場所・献立
2月25日㈭午前9時45分集合、近隣センターこもれ
び・調理室、大豆と昆布の混ぜご飯・ポテカツ・豆腐
とかにかま卵とじ・フルーツサラダ ※メニュー変更
の可能性あり
対象 市内在住の男性の方（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 １２名（要予約）定員になり次第締切
その他 マスク着用、発熱等体調の悪い方は参加出
来ません
申・問 天王台地区社会福祉協議会 ☎（7183）
9009（月～金 但し祝日、第2･4㊋を除く）

善意の報告
皆様からの善意に感謝申し上げます。
令和2年8月～12月まで（受付順・敬称略）
一般財団法人 慈悲の会／岩堀武（指定寄付）／香
江木蘭太極／松田肇（指定寄付）／匿名（遺贈）／匿
名／永井久子／匿名／匿名

成年後見制度に関する弁護士相談
1月 22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 26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 26日 y support@abiko-shakyo.com

高次脳機能障害カフェ「lieto」
認知症カフェ「縁が和茶屋」〜 cocokara 〜
リ
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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、
改めてお知らせいたします。

編集後記

あけましておめでとうございます。
今年は、例年とは違うお正月を迎えられたことと思
います。
まだまだ収まる気配のない新型コロナウイルスに不
安を感じている方もいらっしゃると思いますが、新しい
生活様式を取り入れ、適切な感染予防に努めながら、皆
さんで乗り切りましょう。くれぐれもご自愛ください。
「 福祉の街へ」
に掲載している情報は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により変更する場合があり
ます。各問い合わせ先にご確認ください。

令和 ３ 年 １ 月 25 日発行
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