
「つながりをたやさない社会づくり」を目指して

いつも赤い羽根共同募金にご協力をいただき、心よりお礼申し上げます。
赤い羽根共同募金は毎年 10月 1日から全国いっせいに行われる

住民の皆様が主体の運動です。

共同募金の特徴は、皆様から寄せられた募金が、募金をした地域の福祉の

推進など「じぶんの町を良くするために使われる」こと
です。

＊赤い羽根共同募金
　　一戸あたり 500 円

＊歳末たすけあい募金
　　一戸あたり 200 円

コロナ禍でも地域の福祉を支えていきます。
新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、普段とは違う「困りごと」を抱えた人や、

地域との繋がりが絶たれ、孤独になる人が

増えています。

「こんな時だからこそ」必要とされる支援

のために、皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

歳末ゆうあい訪問準備風景（ボランティア連絡協議会の皆様）

昨年度お寄せいただきました募金の実績及び使われ方は次ページをご覧ください。
今年も、赤い羽根共同募金への温かいご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金へのご協力のお願い

2020.10
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URL:https://www.shakyo.or.jp/hp/648/

運動強化期間 

 １０月１日（木）～ １２月３１日（木）

この広報紙は、赤い羽根共同募金によって発行されています。

令和2年
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＊ 令和元年度実績 ＊
募金の種類 赤い羽根募金額 歳末たすけあい募金額
戸 別 募 金 １，２４９，０００円 ５００，０００円
法 人 募 金 ９２９，１１６円
学 校 募 金 ２６，９８９円
街 頭 募 金 ３７，４２６円
職 域 募 金 ８０，２３９円 ３７，４５０円
そ の 他 １２，１０４円 ４，００１円
合 　  計 ２，３３４，８７４円 ５４１，４５１円

協力法人一覧　 ※順不同
白子歯科医院 （株）大多和組 円頓寺 （株）フォレスト （株）片岡鋼材

（株）昭和製作所 （有）白子加工 （株）ユーオートサービス （有)白子衛生 （有）幸治興業
細谷工業（株） （有）シビルテクノ 四川・海鮮中華　大幸 房総プラント（株） （株）アステック

（有）吉野商会 （有）御園組 サンシャイン ・ 白子（株）（有）ニュー山中荘 （有）かねご
カネイ産業（株） （株）中村商店 山甚産業（株） （有）ホテル東天光 （有）ホテル ニューオーツカ

（株）川喜屋水産 （有）森川商店 房総信用組合 細谷接骨院 （株）森川製作所
医療法人社団広愛会
しらかた歯科 （有）東容製作所 （有） 清水土木 パノラマ・ビュー白子

管理組合法人 都工業（有）

ファミリー
スーパーシノザキ （有）白潟モータース （株）相生 白子郵便局 社会福祉法人　優愛会

（株）シラコ 田辺自動車整備工場 安藤医院 ラポールほのか （株）川岸
（株）アベクラ （株） みどり電機 （株）ハヤシ 長嶋自動車（株） 長島歯科医院
俵屋電気工事（株） 十文字屋 丸信工業 （株） 伊勢化学工業（株） （株）斎藤組
中澤金網（株） （有）鶴岡道衛商店 （株）コハラエンジニアリング （株） 新栄組 （有）藤機工

（株）安川 （有）サイトウ物産 （株）東京サンライズ 関東ラス工業（株） （有）清水屋
（有）プロスパー
コーポレーション 岡澤産業（株） （有）オオタワファーム （株）ハイクオリティ （株）いちごの花

長生農協 白子支所 関郵便局 石井鉄工（株） （株）新井製缶 石渡接骨院
（株）まきのきてい サラダ館 白子店 （有）梅澤石油 日本天然ガス（株） 白子電子ライフ（株）

（有）見付工務店 （株） カズサ （株）渡辺興業 （株）工機マニュファクチャリング
＆サービス白子物流センター （株）喜多山製作所

（有）上の台建設 （有）長生防災工業 （有）シライコーポレーション
しらい薬局白子店 農産物直売所　ひまわり（株）丸岡興業

佐藤石油 （株） 医療法人社団
酒井医院 酒井歯科医院 （有）白子紙業 医療法人社団 千慈会

大多和医院
医療法人社団雄恵会
三上クリニック

社会福祉協議会会費は、
地域の福祉活動を支えています

　当協議会の事業は、皆様からの会費や寄付金など
を財源に実施しています。
　会員としてご協力いただき、会費を通してご支援
くださいますよう、お願いいたします。
　令和元年度の実績は、１，２５３，０００円でした。 
ご協力ありがとうございました。

■ 防災用備品整備
■ 敬老祝賀会
■ 地区社会福祉協議会助成
■ 社協広報
■ 福祉施設整備等広域助成
■ 子育て支援
■ 在宅福祉調査
■ スマイルクラブ助成

■ 社協広報「明るい白子」発行費用
■ 地域活動助成金
■ 歳末ゆうあい訪問慰問品
■ 障がい者福祉会助成
■ レインボークラブ助成
■ ほっぺの会助成

赤い羽根共同募金の使われ方 歳末たすけあい募金の使われ方

22％

21％

18％
11％

11％

11％
7％

34％

26％

9％

10％

10％

6％
4％

■ 法人運営事業（事務費）
■ 外出支援事業
■ 紙おむつ支給事業
■ 地区社協活動事業
■ 給食サービス事業
■ ボランティアセンター運営事業
■ 結婚相談事業
■ 心配ごと相談事業

社協会費の使われ方

30％

27％14％

8％

10％

7％

3％ 1％

1戸あたり500円
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　他人には言えない悩みや心配ごとはありません
か？
　そうしたとき、迷わず訪ねていただきたいのが「心
配ごと相談」です。
　毎週水曜日に相談に応じています。事前にご連絡
していただき、お気軽にご利用ください。

○どこでやってるの？　　　　　　　　　　　　　　　

　開催場所は、白子町公民館です。
○いつやってるの？	

　毎週水曜日開催しております。（全て予約制）
○相談員は、どんな人？

　第2水曜日は、人権擁護委員・民生委員・行政相談委員
　の方々が参加します。他の第1・3・4水曜日は、
　民生委員・行政相談委員のみの参加です。
○費用はかかるの？

　相談は、無料です。
○どんな相談でもいいの？

　近隣とのトラブルや財産問題・借金問題等どんな相談でも構いま
　せん。相談内容によって、専門機関をご紹介する場合もあります。
　また、秘密は厳守されます。

心配ごとや困りごとは、ありませんか？心配ごとや困りごとは、ありませんか？ 車椅子
のまま乗降可能！

白子町社会福祉協議会のサービス
として、車椅子対応車両福祉カーの
無料貸し出しを行っています。町内
にお住まいの障がいをおもちの方・
ご高齢の方等の外出・通院などにお
使いいただけます。

またこのたび、車が新しくなりました。以前よりもコンパクト
になり、車椅子を載せる作業も簡単になりましたので、ぜひご活用
ください。

利用できる方：町内にお住まいの障がいをおもちの方、ご高齢	
	 の方、ご家族等
乗車人数：３人まで（車椅子席含む）
利用料金：無料（使用した分の燃料は、自己負担）
貸付期間：１日のみ
　　（8 時 30 分～ 17 時 15 分）
※ただし土日、祝祭日、年末年始
　（12/28～1/3）除く。

　「令和２年７月
� 豪雨災害義援金」の受付

　このたびの豪雨災害をうけ、千葉県共同募金会白子町
支会で義援金を受け付けております。皆様のご協力をお
願いいたします。

記
受付期間：　令和２年７月27日（月）～12月25日（金）
受付方法：　白子町役場会計課及び白子町公民館内社会	
	 福祉協議会窓口に募金箱を設置しています。
	 なお、募金箱以外の寄付については、お問
　　　　　　い合わせください。

皆様の結婚活動を応援します
　「結婚したい。だけどパートナーが見つからない・・・」「自分の息子（娘）の結婚相手を見つ

けてあげたい」白子町社会福祉協議会では縁結びサポーターと協力してあなたの結婚相手を見つ

けるお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

Q.　会費は？

A.　登録料も成婚料も必要ありません。無料です！
Q.　登録しているのを他の人に知られたくないんだけど…

A． あなたの情報をお守りします。ご安心ください。
Q.　どんな人が相談に乗ってくれるの？

A.　人生経験豊富な町内の縁結びサポーターが、あなたの相談に乗ります！

　白子町ボランティアセンターではボラン

ティアの募集をしています。

　ボランティアに少しでもご興味がある方は

ぜひご登録ください！

・ボランティアセンターに登録すると
〇無料でボランティア保険に加入できます！

〇ご自分の都合に合わせたボランティアの相談に応じます。

〇福祉や地域活動など興味のある分野のボランティアの相

　談に応じます。

　なお、ボランティアのニーズも募集しておりますので、

ボランティアセンターへご連絡ください。

白子町でボランティア活動をしてみませんか？

白子町
ボランティア
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介護予防教室 認知症を抱える
家族交流会参加のお誘い

認知症初期集中支援チームにご相談ください

日　時：毎週金曜日　10時～ 12時　送迎あり
場　所：関ふれあいセンター
対　象：65歳以上で要介護・要支援認定を受けていない方。
　　　　※虚弱等で外出が減っている方等。
　　　　詳しくは、お問い合わせ下さい。
内　容：運動器・栄養・口腔の機能向上プログラムを中心とした
　　　　体操・手作業レクリエーション
参加料：3カ月につき１，０００円
定　員：１５名（定員になり次第受付終了）

チ ー ム 員：認知症サポート医と地域包括支援センターの保健師・介護福祉士・社会福祉士で構成しています。
支 援 内 容：認知症（疑い）がある人及びその家族のもとへ訪問し、困りごとの相談を受け、一定期間集中的に
　　　　　　支援します。
支援対象者：４０歳以上の在宅で生活している「認知症」又は「認知症が疑われる」方で

　　①認知症の診断を受けていない。
　　②継続的な医療サービスを受けていない。
　　③適切な介護サービスに結びついていない。
　　④介護サービスが中断している。
　　⑤医療や介護サービスを利用していても、行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している。などが対象となります。

２０２０年２月撮影

ふれあい幸民館参加者募集
いつまでも健康でいきいきと過ごすために 介護の悩みを抱え込まないで、いろいろな体験談を聞い

たり話したり、お互いの気持ちを共有し、「一人ではない。」
と思う機会を作りませんか。

日　時：１１月１４日（土）９時３０分～１１時３０分
場　所：白子町公民館
内　容：交流会

参加される方は事前にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で中止等になる場合は、お知
らせします。

白子町社会福祉協議会役員のご紹介   白子町社会福祉協議会は下記の方々によって運営されております。
■評議員
篠崎　重光　　中里中自治会　　　　　　御園　和夫　　八斗西自治会
今関　敏彦　　古所西自治会　　　　　　田邉　　功　　五井西自治会
長島　俊夫　　剃金西自治会　　　　　　河野　良一　　関西自治会
牧野　寿男　　北日当自治会　　　　　　田村　輝雄　　商工会
大塚　　昭　　観光協会　　　　　　　　大多和正夫　　農業振興協議会
大多和秀一　　文化協会　　　　　　　　鵜澤冨美雄　　体育協会
目羅　伸夫　　福祉教育推進連絡会　　　髙橋　庸行　　結婚相談員
緑川　　博　　障がい者福祉会　　　　　三橋　　清　　スマイルクラブ
小菅　正江　　ボランティア団体　　　　財前千恵子　　ボランティア団体
竹澤　敏子　　赤十字奉仕団　　　　　　吉井きみ江　　更生保護女性会

■理　事
片岡　功一　　学識経験者（会長）　　　　　　　 安川　昭博　　学識経験者（副会長）
野口　榮一　　関地区社会福祉協議会（副会長）　 豊田　一郎　　民生委員
佐藤　吉範　　民生委員　　　　　　　　　　　 長嶋　　均　　主任児童委員
髙山　栄子　　人権擁護委員　　　　　　　　　 吉野　勝智　　保護司会
板倉　正道　　議会厚生文教常任委員会　　　　 牧野　敬一　　教育委員会
片岡　貴宏　　福祉施設　　　　　　　　　　　 竹下　裕之　　健康福祉課長
田邉　廣和　　白潟地区社会福祉協議会　　　　 斉藤　　博　　南白亀地区社会福祉協議会
猿田　　勇　　ボランティア連絡協議会　
■監　事
内山　岩雄　　　　　　　　　　　　　　　　　 田邉　惠吾　

支援チームとは・・認知症（疑い）の人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援を目的としています。

白子町地域包括支援センターより


