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「制服バンク事業」が始まりました

７月１日より、市社協では「制服バンク事業」をスタートしました。
「制服バンク」とは、卒業等で使用しなくなった制服等を提供（寄付）していただき、経済的な理由で制
服等の購入が難しい方や必要な方へお渡しする「福祉とリユース」の活動です。近年叫ばれている
「SDGs（持続可能な開発目標）」にも通ずるもので、“環境”にも“人”にもやさしい取り組みです。
思い出のいっぱいつまった制服や学校用品を、必要とする方へご提供ください。
ぜひご協力をお願いいたします。

お譲りいただきたいもの

・令和３年度活動報告・決算報告
・ワクチン接種のお手伝い

我孫子市内の学校のものに限ります
①小中高校指定の体操服・ジャージ ②中学校指定の履物
③中学校指定のカバン・バッグ ④中・高校指定の制服
⑤高校の作業服

※久寺家中・我孫子中は新制服のみ

………………P2-3
・教育支援資金貸付制度ご案内
…………………P3
・社協会員加入のお知らせ、

ご寄付のお願い

・ベント情報、弁護士相談日程、

「制服バンク事業」の運営資金のご支援をお願いします。

・コミュニティカフェご案内

【お問合せ・受付窓口】
我孫子市社会福祉協議会

TEL（７１８４）１５３９

・西部福祉センター利用再開のお知らせ、

…………………P4

あびこ社協
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令和３年度事業報告
第５次我孫子市地域福祉活動計画の最終年度となった令和３年度は、前期に計画の評価や、地域課題の把握を
行い、後期に「理念」・「目標」・「方針」などを検討、第６次我孫子市地域福祉活動計画の策定を行いました。
また、昨年度に引き続き、コロナ禍で、福祉サービスや地域福祉活動が難しい状況もありました。

生活支援体制整備事業（市委託事業）

▼一部修正・増版を行いました

▼ソーシャルディスタンスを
取りながら「健康体操」

▼「健康マージャン教室」
（サロン活動）

▼「電話訪問サービス」
（見守り活動）

市域全体の生活課題を検討し、活動する第１層協議体
「高齢者地域ささえあい会議」は、会議の実施のほか、
『高齢者のための日常生活困ったときガイド』の一部修
正・増版を行いました。
第２層協議体では、地区社会福祉協議会が、コロナウイ
ルス感染対策を講じながら、サロン活動（高齢者の居場
所づくり等）や見守り活動といった地域ささえあい活動
を行いました。

新型コロナウイルス
ワクチン接種代行支援業務の委託

新型コロナウイルスワクチン
集団接種会場誘導業務の委託

インターネットやスマートフォン等を使用できず、ワクチン接

アビイクオーレに開設された新型コロナウイルス

種予約をすることが困難な方を対象に、予約代行支援を

ワクチン集団接種会場の誘導業務を、６月１５日

市内６カ所で実施。1,648 件の利用があり、延べ 824 名の

から３月３１日の延べ１２５日間行いました。

ボランティアスタッフの皆さんにご協力いただきました。

あびこ後見支援センター

「第６次我孫子市地域福祉活動計画」の策定

経済的な理由等で適切な後見人を得られない方の後見等

「基本理念」・「基本目標」は前計画を継承。「コロナ禍

を引き受ける法人後見では、計１３名の方にサービスを提

による疎遠化」、「やさしい地域共生社会の実現」や

供しました。

「ＳＤＧｓ＝持続可能な開発目標」などを踏まえ、策定

高齢者や障がい者の自立した地域生活を応援する日常生

しました。新しいサブタイトルを、「新しいつながり さ

活自立支援事業では、計３５名の方にサービスを提供しまし

ささえあうまち 我孫子」としました。

た。

令和３年度の詳しい活動報告は、
当会ホームページで公開しています。

コロナワクチン接種予約のお手伝いをしています！
60 歳以上の方と持病のある方の４回目接種が始まりました。
社協では、ワクチン接種の支援を行っています。
予約の取り方が分からない等、お困りの方はご利用ください。
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【お問合せ】070-5587-6266

社協会費 3％

令和３年度の収入と支出

善意による
募金・寄付金 5％

＜収入＞

（単位:千円）

社協会費

6,699

善意による募金・寄附金

12,133

運営補助金

106,965

事業費

123,370

その他

961
合計

＜支出＞

収入

250,128

（単位:千円）

社協を運営するために

98,056

地域福祉活動のために

36,989

自分のまちを良くするために ※地区社協

事業費
49％

250,128千円 運営補助金
43％

17,760

（活動費：800，000円×６地区社協、その他（賃借料・事務費・水道光熱費等）)
ボランティア活動推進のために

11,607

共同募金（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金）

6,568

高齢者が住み慣れた地域で暮らすために

1,054

施設運営のために

45,391

西部福祉センターの運営のために

36,351

福祉ショップ「ぽぽら」の運営のために

9,040

福祉サービス・困窮世帯の支援のために

61,448

自分らしく生活するために（成年後見制度）

8,765

障がい者福祉のために

7,375

介護予防・介護保険サービス利用者のために

23,659

住み慣れた家で生活を送るために（移送・家事援助）

12,604

困窮世帯への支援（貸付）

9,045

パートナーをお探しの方のために（結婚相談所）

福祉サービス・
困窮世帯への
支援のために
25％

施設運営の
ために
19％

244,272

進学を希望するあなたを応援します

教育支援資金貸付制度のご案内

支出

244,272 千円

2,388
合計

パートナーをお探しの
方のために
1％

公的資金の借入等が
優先です！お早目に
確認お願いします。

社協を運営
するために
40％

地域福祉
活動のために
15％

㊟入学間際のお手
続きは大変混み合
います！

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。相談はいつでも受け付けております。学資についてお困りの方
は、お早めにご検討・ご相談ください。

【貸付限度額】

※日本学生支援機構、日本政策金融公庫等、

■授業料などに必要な費用（教育支援費）
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

その他、公的資金の借入等が利用できる場合
は、他の借入制度が優先となります。
▼詳しい情報は、千葉県社会福祉協議会のホームページでご覧
いただけます。

【申込・お問合せ】

■入学金、制服代、学用品代等（就学支度費）

市社協 TEL（７１８４）１５３９

５０万円以内

-3-

我孫子市社会福祉協議会

皆さまからの会費は、さまざまな活動を支えています
◀ 地区社協の活動への支援

社協会員加入のお願い

市内６地区 に 設置さ れ た 地区 社協で
は、地区の実情に合った福祉活動を展

本会では、＂安心とゆとりのまち 住み続けたいまちづ

開しています。 写真の「健康教室」は、

くり＂を実現するために、子どもから高齢者までを対象

地域住民の健康啓発や元気で活き活き

としたさまざまな事業を展開しています。皆さまからの

とした生活を送るための活動の一環と
して実施。

会費は、地域福祉を推進するための大きな原動力です。
会員加入のご協力よろしくお願いいたします。
団体会員 一世帯

ボランティア活動への支援 ▶
「ボランティア市民活動相談窓口

200 円

（自治会ごとにご加入いただいています）

て・と・り・あ」では、さまざまなボラ

賛助会員 一口

1,000 円

ンティア活動等の推進や支援を行っ

特別会員 一口

5,000 円

ています。 写真は小学生を対象とし
た「手話教室」。

法人会員 一口 10,000 円

我孫子北地区社協

みんなの介護教室

成年後見制度に関する弁護士相談

日時：８月６日（土）９時３０分～１１時３０分
場所：あびこ市民プラザホール
イトーヨーカドー我孫子店３階

今後の予定

申込について

7月22日

毎月第4金曜

講師：我孫子市役所 高齢者支援課職員

13時30分～16時30分

8月26日

内容：「知って役に立つ介護の基礎知識」

（前日までに要予約）

9月16日

1日3組（先着順、相談時間1組1時間）

定員：先着３０名（要予約）

※第3金曜

【お問合せ】市社協☎（7184）1539

参加費：無料

10月28日

✉support@abiko-shakyo.com

「自宅でできる簡単な体操」

持ち物：筆記用具、マスク ※受付時、検温・手指消毒にご協力ください。
締切：７月２９日（金）

コミュニティカフェご案内

電話、FAX またはメールで氏名・住所・電話・年齢をご連絡ください。

高次脳機能障害カフェ「lieto（リエット）」【予約制】

【お問合せ・申込】我孫子北地区社協
TEL/FAX（7165）3434

開催日：８月１日・９月５日・１０月３日・１１月７日

Mail:kita@abiko-shakyo.com

毎月第１月曜 ※祝日の場合、翌週月曜に開催

西部福祉センター利用再開のお知らせ

開催時間：13 時～15 時

7 月 1 日より西部福祉センターの利用が再開しました。

場所：福祉ショップ＆軽喫茶 ぽぽら

■風呂・大広間・ロビー １０時～１２時３０分、１３時～１５時

参加費：３００円（ワンドリンク付き）

※風呂：日曜は午前のみ

※前日までにご予約がない場合は、お休みいたします。

■囲碁・将棋・麻雀 １０時～１２時３０分、１３時～１５時３０分

※イベント内容によって開催時間の変更がございます。

■送迎バス 通常運行 ※パスカード利用可

【お問合せ・申込】市社協 TEL（7184）1539

・１２時３０分～１３時の間は、消毒・換気を行うため、入館不可。
・カラオケ・飲食は当面中止。水分補給 OK（持参）。

【お問合せ】西部福祉センター TEL（7185）5818

令和 4 年 7 月 15 日発行
社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会

〒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

-4-

我孫子市社会福祉協議会
ホームページ（二次元コード）

