
1.成田市社会福祉協議会　会長表彰
（1）民生委員・児童委員功労者
　�久保田　和子、山田　順一、飯泉　陽子、新井　一男、伊藤　美智子�
宮野　武治、中野　千賀子、飯嶋　克彦、遠藤　信孝、山田　義房�
北原　隆司、永野　正、島田　靜、森　フミ子、菅野　芳子、佐藤　戴子�
野平　孝道

（2）社会福祉関係功労者
　�櫻井　美佳、宮本　真子、髙嶋　友美、遠矢　美奈江、村上　敦子�
木川　雅央、池谷　勝之、鈴木　由美子、平岡　てる、宮永　富士子
小林　禮子、櫻井　儀三郎

2.成田市社会福祉協議会　会長感謝状　[高額寄付]
　��（株）ナリコー、成田グリーンライオンズクラブ、成田市老人クラブ連合
会、（株）江戸清　千葉工場、吉原知良、公益財団法人成田市スポーツ・
みどり振興財団、大栄吟詠会、TDK（株）成田工場従業員一同、成田市
資源回収協同組合、日蓮宗千葉県東部宗務所、（有）フラワーショップサ
クマ、米屋（株）親和会、（有）小関商店

3.千葉県社会福祉大会　千葉県社会福祉協議会　会長表彰
　社会福祉施設功労者
　浅野　洋志、石井　由美

4.厚生労働大臣表彰
　渡邊　幸子

5.全国社会福祉協議会　会長表彰
　新妻　敬

私 たちの 活 動 にあ な たの 力 を 貸してください

社協会員を募集します会員とは?

　会費は5月より、区長、自治会長、町内会長さんにご協力を願い、納
入をお願いしておりますが、個人でご協力いただける方には社会福祉協
議会の窓口でも受け付けをいたします。成田市社会福祉協議会の事業は
共同募金や会費収入で運営されております。皆様、ぜひ会員となって会
費納入にご協力くださいますようお願い申し上げます。郵便局からのお

　地域には介護や介助を必要とする方、介護や子育ての不安を抱える方
など何らかの支援を必要としている人がいます。様々な生活課題を抱え
た人たちがいることを理解し、地域の中で孤立することなく、だれもが住
み慣れた土地で安心して生活するためには身近な支えあいが必要です。
　社会福祉協議会では、このような地域の課題を解決するために事業↗

を展開しています。そこで社会福祉協議会の趣旨、事業にご賛同いただき、
地域の福祉活動を資金の面で支援してくださる方を「会員」といいます。
　集まった会費の約4割は、皆様がお住まいの地区で活動する地区社会
福祉協議会活動の事業資金となり、皆様に還元されます。会費の残り6割
は次の事業などに役立てられています。

振込も可能です。ご連絡いただければ振込用紙をお送りいたします。振込
にかかる手数料は無料です。（本会が負担します）

●講座の開催
・ボランティア入門講座
・障がい者支援講座など
●ボランティア情報紙の発行

●ファミリーサポートセンターの運営
●各種相談事業
・心配ごと相談
・酒害相談

ボランティア

・いきいきサロン
・福祉体験学習

地域活動支援
・福祉の情報発信

広報の発行

子育て支援 ちょっと困ったときに

※会費は何口でもお申し込みいただけます。

会費
（年額）

一般会員（一般世帯の方）… 一口500円

平成24年度　福祉功労者表彰 受賞おめでとうございます

成田市社会福祉協議会　会長表彰受賞の皆さん

成田市社会福祉協議会　会長感謝状受賞の皆さん

（敬称略・順不同）

■平成25年5月1日発行
発行╱社会福祉法人  成田市社会福祉協議会
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〒286-0017　千葉県成田市赤坂1-3-1
（成田市保健福祉館内）
TEL�0476-27-7755　FAX�0476-27-1263
■下総地区センター（成田市下総地域福祉センター内）
TEL�0476-96-0523
■大栄地区センター(成田市保健福祉館大栄分館内)
TEL�0476-73-2500
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平成24年度

　昨年10月から展開してまいりました「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい
募金」には、市民の皆様のあたたかいご理解とご協力をいただきましたことに
厚く御礼申し上げます。

あたたかいご支援ありがとうございました
赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金報告

　お寄せいただいた赤い羽根共同募金は、約6割が平成25年
度に成田市社会福祉協議会が実施する事業（ボランティア活動
や夏季子供会行事への助成、おたすけ隊事業など）のために配
分され、残りの約4割は県内の社会福祉施設の備品や車両の購
入、社会福祉団体への活動費の助成などに使われる予定です。
　歳末たすけあい募金は市内民間福祉施設や託児所へ、また成
田から県内の障がい者施設や児童養護施設、養護老人ホームに
入所している方々にお見舞金として配分いたしました。

デイ・ハウスあゆみクリスマス会

新町デイサービスセンター玲光苑年末お楽しみ会

お
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し
い
お
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平成24年度募金実績額

（単位/円）

戸別募金 7,639,226
街頭募金 69,099
法人募金 1,139,513
学校募金 490,513
職域募金 631,191
イベント募金 8,018
個人募金 17,250
その他 130,941
合　計 10,125,751

　共同募金会では、被災者・被災地の復興支援を目的に義援金を募集しておりますが、受付期間が
平成26年3月31日までに延長されました。引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。
[受付窓口]　成田市保健福祉館、下総地域福祉センター、保健福祉館大栄分館

東日本大震災義援金の
受付期間が延長されました

赤い羽根共同募金

（単位/円）

戸別募金 5,145,500
法人募金 714,804
職域募金 417,400
個人募金 25,905
その他 38,622
合　計 6,342,231

歳末たすけあい募金

個人募金 17,250円
イベント募金 8,018円
職域募金 631,191円
学校募金 490,513円

その他
130,941円

10,125,751円
合 計

戸別募金
7,639,226円

街頭募金 69,099円

法人募金
1,139,513円

赤い羽根共同募金
実績内訳

　介護にまつわる日頃の悩みの解消や情報交換を目的として、毎月第1水曜日（午前10時〜12時）に保健福祉館で開催しています。
　調理実習やリフレッシュのための講習会、介護に役立つ講座なども開催しています。参加者の声を紹介します。

在宅介護者の集い「陽だまりの会」へどうぞ

介護のつらい気持ち、わかりあえる仲間がいます

前号で紹介した「アミーチあんだんて」は、「認証NPO法人」ではなく「認定NPO法人」の誤りでした。訂正してお詫びいたします。お詫びと訂正

【募金箱設置協力店】 順不同・敬称略
イオン成田店／イオンモール成田
タイヨー成田店／ボンベルタ

♥ご協力ありがとうございました

市内の店舗に
赤い羽根共同募金箱を設置しました

介護をしている方の参加をお待ちしています。
 問い合わせ…社会福祉協議会　☎27-7755

ボランティアとして参加しているAさん

　「はじめは介護者として参加していました。実母は認知症がありまし
た。家事が終わってゆっくりしたいと思っても、母が玄関から出かけよ
うとしたり、そそうをしてしまったりと、大変でした。認知症のため、
私の言うことがよく通じず、怒ったり手をあげたりしたこともあり、後で、
すぐ自責の念にとらわれました。」
ボランティアとして参加するようになったのは…
　「介護している人のつらい気持ちを、介護を経験した自分がいくらか
でも受けとめられたら、また自分の体験を話すことで役に立てるならと
思って」
今、介護している方へ伝えたいことは…
　「介護者の方にはいろいろ大変なことがあるでしょうが、後で後悔を
しないような介護をしてほしい。自分の体も大切にしてください」

義母を介護した後、現在は実父を通いで介護しているRさん

　「この会にはデイサービスを利用して参加しています。ここでは私の
話を共感を持って聞いてくれる人がいます。悩んでいるのは私だけでは
ないと知り、安心しました」
今、介護している方へ伝えたいことは…
　「一人で悩んでいないでぜひ、人の輪の中に出てきて話を聞いたり、
自分も話をしたりしてほしい。きっと少しずつ気持ちも変わってくると

思う。新聞などで介護者
の暴力や虐待の話を目に
するが、そうなる前にこ
のような会に参加してほ
しい。介護は家族だけで
担うものではない。社会
全体で、また周りの人も
含めて、支え助け合ってい
くものだと思います」
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社会福祉法人成田市社会福祉協議会の
平成25年度予算・事業計画についてお知らせします

　成田市社会福祉協議会は、地域にある様々な福祉問題について、皆様とともに考え、協力して解決を図ることを通して、
安心して暮らせる地域づくりを目指します。

■敬老会事業　　■敬老祝金事業
■戦没者追悼式事業
■独居高齢者ふれあい訪問等事業
■シニア元気アップ教室開催事業
■日常生活自立支援事業
■貸付事業
◦生活福祉資金
　�低所得・高齢者・障がい者世帯等に福祉資金や教
育支援資金を貸付けます。（他制度が優先となります）

◦総合支援資金
　 失業や収入の減少により、生活の維持が困難と
なった世帯に貸付けます。（ハローワークへの求
職申込と職業相談が必要です）
※�貸付けにあたっては、一定の要件を満たす必
要があります。

■介護支援ボランティア管理機関事業
■児童ホーム移送事業
■保健福祉館管理業務
■地域福祉センター管理業務

■理事会、評議員会の開催
■会員の募集
■福祉団体への支援
■善意銀行事業
■夏休み子ども会行事への助成
■地区社会福祉協議会活動の促進
■赤い羽根共同募金
■歳末たすけあい運動

■ファミリーサポートセンター
■おたすけ隊
■移送サービス
■在宅介護者の集い
■子育て交流広場
■心身障がい児・者日帰り旅行
■福祉用具貸出事業

■心配ごと相談所の運営
■酒害相談の実施
■広報紙「福祉なりた」の発行（年4回）

■福祉教育の指導・協力
■高齢者疑似体験用具の貸出
■各種ボランティア講座の開催
■ボランティア情報誌の発行

ボランティア入門講座

平成25年度の成田市社会福祉協議会
社会福祉事業予算総額　206,620,000円
公益事業（保健福祉館・下総地域福祉センター管理業務）予算総額は　16,724,000円 223,344千円です

予算総額は

受託事業 組織運営と地域福祉活動 相談援助及び情報提供活動

在宅福祉活動

福祉教育及びボランティア活動の推進

「だれもが安心して暮らせる  
交
ふ れ あ い

流と温
ぬ く

もりのある福祉のまち  成田」
基本
理念

基本
目標

主な
内容

1.心のつながりを育む交
ふれあい

流の充実

2.温
ぬく

もりを感じられる支えあいの仕組みづくり

3.安心が広がる生活支援体制の充実

4.持続可能な福祉のまちづくりの基盤整備

詳細はホームページでご覧いただけます　http://www.naritashakyo.or.jp/

成田市地域福祉活動計画（平成25年度〜27年度）を策定しました
ふれあいいきいきサロン

交流拠点の設置と活発な活動の推進

災害ボランティアセンター

大規模災害に備え、ボランティアをはじめ、関係機関と連携し、
立ち上げ訓練を開催

ボランティアの育成

すべての障がいのある方たちに対応できるような知識や技術を
習得できる講座を開催

社会福祉大会の開催

福祉についての関心と活動の拡大を図る

安心して子育てができる就労環境の推進

ファミリーサポートセンター

　成田市社会福祉協議会では、身近な地域において希薄化している住民
同士のつながりをいかに強めていくか、増大する要援護者をどのように支
えていくか、地域社会を豊かにする地域福祉の担い手の参加をどのように
促進していくか等、いくつもの課題に対応するため、これからの社会福祉
活動の指針となる地域福祉活動計画を策定しました。

さっちゃんの家

ゆっ
くり、一緒に、楽しく

成田市不動ヶ岡2034の97
0476-22-5850☎

居宅介護支援
デイサービス
グループホーム

聖マリア記念病院
医療法人 聖母会

セントアンナ
ナーシングホーム

医療法人 聖母会

介護老人
保健施設

精神科、神経科、心療内科、内科、小児科
リハビリ科、歯科、人間ドック、デイケア
〒286-0106 千葉県成田市取香446
☎0476-32-0711（代表）

〒286-0118 千葉県成田市本三里塚226-1
☎0476-35-6811

ケアハウス・
サンエンゼルコート

社会福祉法人 慈生会

デイサービスセンター・エンゼルハート
〒286-0101 千葉県成田市十余三59-515
☎0476-36-2811　☎0476-36-2611

株式会社エリート情報社
〒286-0134  成田市東和田415-10
FAX 0476-22-0091　E-mail  epp@elite-joho.com

広告・広報・印刷・出版事業のパートナー

本づくり、承ります。
歌集・句集・絵本・エッセイ集
小説・童話・自分史・画集・写真集
旅行記・遺稿集etc.

TEL 0476-24-7161  0476-27-7755☎

地域福祉の情報誌で
宣伝してみませんか？

広告募集

【成田市社会福祉協議会】お問い合わせ

成田市社会福祉協議会では「地域福
祉の情報誌『福祉なりた』」の広告掲
載主を募集しております。
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「手話奉仕員養成講座入門課程」
日時…5月18日〜11月30日の土曜日、午後2時〜午後4時
　　　（全23回：7月までは毎週、8月以降は月に3回開催）
場所…成田市保健福祉館　　定員…20名（市民優先、先着順）
参加費…1,200円（テキスト代）　　締切…5月15日（水）
申込み・問い合わせ…ボランティアセンター　☎27-8010

（平日　午前10時〜午後5時）

ＪＡＬチャリティバザー事務局様

フルーツバスケット　北嶋様

明るい社会づくり成田市推進協議会様

対象…豊住地区にお住まいの70歳以上の方
日時…6月1日（土）　午前11時〜午後3時
場所…豊住小学校体育館
内容…地区の方による芸能発表、敬老祝品の交換等
※当日は送迎バスを運行します。
詳しくは　社会福祉協議会　☎27-7755へ

ご参加ください！ 豊住地区敬老会 あたたかい善意ありがとうございます　
　 　平成24年12月16日〜平成25年4月15日【敬称略・順不同】

　主婦が集まって手作り品のバザーを行
うようになって20年。この間、参加者は変
わりましたが、「私たちがこのような活動
を行えるのは皆さんのおかげ。社会に役
立ててほしい」という気持ちは変わらず、
収益の中から寄付を続けています。

　「どこに相談してよいのかわからない」……
　ひとりで悩みを抱えていませんか？　どうぞご相談くださ
い。必要に応じて関係機関をご紹介もします。

※4月より保健福祉館での受付時間が変更になりました。

会　場 相談日 時　間

保健福祉館 木曜日 午後 1時〜午後4時

下総地域福祉センター 第2金曜日 午前10時〜午後3時

保健福祉館大栄分館 第3金曜日 午前10時〜午後3時

相談無料 心配ごと相談 秘密厳守

日時…6月28日、7月12日、7月26日（全3回　金曜日）　
　　　午後1時30分〜 3時30分
場所…豊住公民館（成田市北羽鳥）
対象…市内在住の65歳以上の人
内容…簡単なリズム体操や合奏、
　　　懐かしい歌の合唱など
持ち物…上履き、飲み物（水分補給用）、動きやすい服装
参加費…無料　　定員…30名（先着順、初めての方優先）
締切…6月21日（金）

シニア元気アップ教室  音楽療法

　バスをチャーターし、障がいをお持ちの方と保護者をディズ
ニーランドへ（車椅子で乗れるリフトバスも用意します）
日時…５月25日（土）午後1時　保健福祉館（解散は午後10時頃）
対象…市内在住の在宅障がい児（者）と保護者１人
参加費…大人（18歳以上）5,600円、中人（12〜17歳）4,800円
　　　　小人（4〜11歳）3,800円
定員…30名（先着順、初めての方優先）
締切…5月10日（金）　参加費を添えてお申込みください

　多胎児ならではの楽しいこと、大変なこと、不安なことなど、
同じ多胎児を持つ親同士で情報交換をしませんか？双子や三つ
子を育てたことのある先輩ママさんの参加も大歓迎です。
日時…5月17日（金）　午前10時〜11時30分
場所…保健福祉館
内容…レクリエーション、
　　　カフェ、お友達作り
参加費…300円／ 1家族　　
定員…20組
締切…5月10日（金）
申込み・問い合わせ
ファミリー・サポート・センター　☎27-8010
（平日　午前10時〜午後5時）

〜今年もみんなでディズニーランドへ〜

双子ちゃん、三つ子ちゃんを
育児中のパパさん、ママさん 集まれ！

障がいをお持ちの方、参加してみませんか？

申込み・問い合わせ…社会福祉協議会　☎27-7755へ

一般寄付《寄付金》
　◇成田市老人クラブ（1円玉募金）　◇葵舞踊振興協会成田会
　◇クリスマスフェスティバル実行委員会　◇米屋（株）親和会
　◇榎本殖利　◇フルーツバスケット　◇橋賀台小学校ＰＴＡ
　◇成田山新勝寺　◇三里塚コミュニティセンター運営協議会
　◇玉造地区新駅まちづくり懇談会　◇チャレンジ韓国語（有志）
　◇明るい社会づくり成田市推進協議会　◇橋一ちょボラ隊
　◇千葉土建八街支部成田分会　◇ＪＡＬチャリティバザー事務局
　◇神楽坂スタジオアート　◇日蓮宗千葉県東部宗務所
　◇成田建築工業組合連合会　◇成田市下総建設業協会
　◇匿名　１件　◇フォークダンス「たんぽぽ」　◇正木一彦
　◇（株）東横イン成田空港　◇千葉ガス（株）成田支社
　◇ふれあい健康マージャン成田さち・花時計
　◇成田市フォークダンス協会
善意銀行《寄付金》募金箱設置
　◇（株）タイヨー成田店　◇（株）ナリタヤ成田店
　◇成田市資源回収協同組合　◇（株）ヤオコー成田はなのき台店
　◇成田市役所議会事務局窓口　◇同市民生活部窓口
　◇保健福祉館受付窓口
善意銀行《物品》
　◇東京電力（株）常傭労組成田支部成田班　タオル類
　◇よもぎの会　雑巾756枚
　◇（株）メタルワン・スチールサービス　車椅子2台

なりたファミリー・サポート・センター主催　双子ママの集い

0476-36-2811☎

サンエンゼルコート
社会福祉法人 慈生会軽費老人ホーム

成田市十余三59-515

見学随時
OK

（土・日可）

60歳以上
身の回りのことがご自分でできる方
（介護保険使用可）

入居
条件

関連
施設
・医療法人聖母会
　聖マリア記念病院
・介護老人保健施設
　セントアンナナーシングホーム

ケアハウス

エンゼルハートデイサービス
センター 0476-29-7177☎

●通所介護（予防）
●認知症対応型通所介護（予防）
●訪問介護（身体介護・生活援助）
●居宅介護支援（介護相談・プラン作成）
●短期入所生活介護

介護のことなら
何でも
ご相談下さい

ケアネット成田特定非営利活動法人
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