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平成29年度

春の地区敬老会

ちょっと早めに
祝福を受けました !

●昭栄地区 ●大須賀地区 ●豊住地区

大正琴の演奏を披露する
あやめ会の皆さん

みんな
元気いっぱい健康体操！

昭栄
地区

扇で華やかに！太極拳成田大栄会の皆さん

大須賀
地区

豊住
地区

郷愁あふれる「南部牛追唄」
小・中学生のチアダンス

大須賀
地区 ご近所の気の合う友達を
誘って参加！

ご夫婦によるダンス！

豊住
地区

5月と6月に昭栄地区・大須賀地区・豊住地区で地区敬老会が開催されました。ちょっと早めの
敬老会でしたが、どの地区でも賑やかで活気にあふれていました。今年度の対象者数は3地区で
2,800名を超え、うち合わせて600名以上の方々が出席され大勢の方々から祝福を受けました。
地域の方々が日頃から練習してきた演舞や民謡、ダンス、歌など地域の特色を生かした催し物
が数多く披露されました。演芸の合間には、保健推進員の指導のもと健康体操で体をほぐしま
した。
また豊住地区では、
小学校ふれあい参観と地区敬老会を合わせた
「豊住ふれあいフェスティバル」
を開催し、関係者が協力して手作りの敬老会に笑顔が絶えない一日となりました。

今 後の 地区敬老会
開 催予定
地区敬老会の開催についてお知らせします。
【対象】
平成29年9月15日現在で満70歳以上の方

※詳しい内容はハガキなどでお知らせします。

開催日時
9月 17日（日）
10：00〜
9月 17日（日）
10：00〜
9月 24日（日）
10：00〜
10月 7日（土）

9：00〜

10月 7日（土）
10：00〜
10月 8日（日）
10：00〜
10月 9日（月・祝） 10：00〜
10月 21日（土）
11：30〜
10月 22日（日）

10：00〜

10月 29日（日）
11月 11日（土）

11：00〜
10：00〜

地区名
成田
吾妻・はなのき台
加良部
大利根
小御門
中台
中郷
公津
玉造
久住
遠山
橋賀台
八生

会 場
国際文化会館
保健福祉館
西中学校体育館
下総みどり学園体育館
中台中学校体育館
中郷運動施設体育館
西中学校体育館
保健福祉館
久住中学校体育館
遠山中学校体育館
保健福祉館
八生小学校体育館
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あなたの困りごと、思い切って相談してみませんか
暮らしサポート成田では、経済的な困りごとや、生活上での様々な不安について相談をお受けしています。
(成田市にお住まいの方で、生活保護を受けていない方が対象となります)
相談をすることはとても勇気がいることです。しかし、一人で悩んでいるよりも解決に近づくことは多いと思います。
たとえば、次の中で当てはまるものはありませんか・・・
□仕事が見つからない
□家賃が払えない
□不安定な仕事で収入が少ない
□借金の返済が多く、今の収入では生活が苦しい
□ずっと働いていないが何かやらなくてはいけないと思っている □家族が引きこもりがちで将来が不安
●暮らしサポート成田で支援をした例です

Aさんの場合

Bさんの場合

Cさんの場合

就職をサポート

再就職活動中の家賃をサポート

お金の問題をサポート

Aさんは派遣社員として働いています。
派遣先では、日によって「午後2時で帰っ
てください」などと言われ、収入が不安
定で毎月の生活費が不足しています。

Bさんは骨折で2か月働けなかったこと
により生活が苦しくなりました。体調が
回復し次の仕事を探しましたが見つから
ず、
家賃の支払いができなくなりました。

Cさんは会社員で単身生活をしています
が、借金が多く不安を抱えていました。
別居している母親から相談があり、訪問
をして話を聞きました。

安定した収入を得るために
転職を考えました。話を聞
くとAさんには他にやりた
い職種がありました。

ハローワークで暮らしサポート成田を
紹介されました。住居確保給付金の要件
を満たしていたので申請し、3か月の家
賃の補助が決定しました。

法テラスに相談し債務整理
を検討することになりました。
給与明細やレシートなどの資料を
まとめて弁護士に提出する手伝いを
しました。

仕事の情報提供を行い、履歴書の志望動
機を一緒に考えるなど早期に仕事が決
まるように支援を行い、希望の仕事に就
くことができました。

ハローワークでの定期的な支援を受け
て就職が決まりました。
（家賃補助には
上限額があります。また年齢要件もあり
ますので、お問い合わせください。）

ご相談・お問合せ

暮らしサポート成田

債務整理をすることにより負担が軽く
なり、仕事に集中することができるよう
になりました。

【受付時間】月〜金/8：30〜17：15（※祝日・年末年始を除く）
【場
所】成田市花崎町736-62 成田市商工会館 1階
☎0476-20-3399・50476-23-3300
通】JR成田駅、京成成田駅より徒歩約5分
E-mail:kurashi-narita@grace.ocn.ne.jp 【交

日常生活自立支援事業 と は？

支援員の定期的な訪問により、福祉サービスを利用するお手伝いや
日常的な金銭管理をお手伝いすることで、高齢者や障がい者の方々が
住み慣れた地域で生活できるように支援する事業です。

次のようなことでお困りの方はぜひご相談ください（☎0476-27-7755）。 【財産管理サービス】公共料金等の支払いや通帳から生活費の

払い出し等、毎日の暮らしをお手伝いします。
【財産保全サービス】金融機関の貸金庫に大切な書類
（証書や契約
書）や印鑑などをお預かりします。

〇郵便物の内容がわからない。
〇身体の具合が悪く、自分で金融機関までお金を引き出し
に行くことがむずかしい。
〇お金が入るといっぺんに使ってしまい、
いつも月末の生活費に困ってしまう。
〇年金証書や通帳をどこにしまったか忘れてしまう。

利用者の声

財産管理サービス、財産保全サービスを利用して、安心して日常生活を送る
ことができます。利用料が月会費300円、保全サービスはさらに月250円、
別途支援時間1時間当たり1,000円かかります（生活保護世帯は無料）。

平日午後限定サービス
面 倒 な 手 続 きなどは
一 切 ありま せん

お出かけ（生活支援）ＧＯＧＯ（午後）の
サービス始めます！
買い物

●高齢者の外出
（困りごと）
をサポートします！
●ドアからドアで対応します。
お安くても安心ヘルパー資格者が
丁寧に対応します。

●１回/１時間 1,500円

３人で利用すれば１人500円の安さで楽しさは倍増！
利用者特典：６回利用していただきますと、サービス
ポイントで500円割引します。

24時間365日受付（営業）しています。

※通常業務の間に対応しますので、希望に添えない場合があります。

☎080-9454-8886
福祉タクシー・介護保険付
一般社団法人 ハッピーハート成田
予約直通

成田市飯仲36-21 TEL：0476-36-8886 FAX：0476-36-8564

（代行含む）
、
銀行、
郵便局、
外食、
床屋等 外出時の
お手伝い

60代、男性

お気軽にお電話ください

恵 megumi

自宅で簡単に髪のお手入れ

訪問 美容サービス

ガセリ菌SP株ヨーグルト

高齢、
障がい、
病気やケガ、
また育児等で
自由に外出できない方におすすめ！

デイサービス施設
多数専属訪問中！
パーマ、カラーも
承ります♪

ちょっとした困りごと
（電球交換、
灯油、
ゴミ捨て等）
がありましたら
ご相談ください。

通帳を社協で預かってもらい、月2回金融機関へ
の同行支援と家計管理の相談をすることで、
公共
料金も月々きちんと支払えるようになり、生活
がやっていけるようになった。無駄遣いをしな
くなり、心配ごとも減って気持ちも楽になった。

美容福祉師、
ヘルパー 2級

眉カット等のサービス有♪

※訪問中は電話に出られない場合もあります。留守
番電話に伝言頂ければ、こちらよりご連絡致します。

訪 問

お気軽にお電話ください

美容室ミエ
NPO 法人全国介護
理美容福祉協会認定

☎090-6488-6282
訪問美容室ミエ

検索

ドリンクタイプ100g
なり

た

機能性表示食品
（届出番号A48）
届出表示
本品には、
ガセリ菌SP株
が 含まれます。ガセリ菌
SP株 には、内 臓 脂 肪を
減らす機能があることが
報告されています。
機能性関与成分
ガセリ菌ＳＰ株
食生活は、主食、主菜、副
菜を基本に、食事のバラ
ンスを。本品は疾病の診
断、治療、予防を目的とし
たものではありません。

ゆき はん

成田雪販商事株式会社
代表取締役

佐野田 邦宏

成田市橋賀台1-46-1

☎0476-27-2161
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成田市社会福祉協議会 の

決 算・予 算 についてお知らせします
◆ 社協の財源は、市民の皆様に支えられています ◆

《主な財源》
①市民の皆様に社協会員になって収めていただく会費や寄附金
②赤い羽根共同募金の配分金 ③行政等からの補助・受託・助成金
④事業収入・その他

平成28年度決算

社会福祉事業区分・公益事業区分

211,483,833円
20,245,376円
231,729,209円

社会福祉事業区分決算総額
公益事業区分決算総額
社協決算総額

単位：円
支 出
83,200,551
法人運営事業
425,289
調査研究企画事業
603,376
普及宣伝事業
16,121,971
地域福祉活動推進事業
355,008
心配ごと相談所事業
13,476,027
共同募金配分金事業
12,269,059
在宅福祉サービス事業
福祉サービス利用援助事業
1,713,700
社会福祉金庫設置事業
1,623,500
資金貸付事業
3,014,562
受託事業
68,200,981
保健福祉館管理事業
20,245,376
合
計
221,249,400
次期繰越金
10,479,809

収 入
会費
寄附金
補助金
共同募金配分金
受託金
貸付償還金
事業収入
助成金
受取利息
その他の収入
積立資産取崩
前期繰越金
合
計

9,861,900
3,251,366
87,319,905
12,964,057
92,391,457
1,306,000
3,457,914
182,000
118,302
1,467,470
7,600,000
11,808,838
231,729,209

平成29年度予算

社会福祉事業区分・公益事業区分

単位：円

219,676,000円
21,558,000円
241,234,000円

社会福祉事業区分予算総額
公益事業区分予算総額
社協予算総額
収 入
会費
寄附金
補助金
共同募金配分金
受託金
貸付償還金
事業収入
助成金
受取利息
その他の収入
積立資産取崩
前期繰越金
合
計

単位：円

10,125,000
3,549,000
94,045,000
12,935,000
98,476,000
1,132,000
3,750,000
146,000
17,000
1,281,000
6,600,000
9,178,000
241,234,000

単位：円
支 出
87,984,000
法人運営事業
903,000
調査研究企画事業
1,028,000
普及宣伝事業
20,227,000
地域福祉活動推進事業
604,000
心配ごと相談所事業
13,625,000
共同募金配分金事業
14,839,000
在宅福祉サービス事業
福祉サービス利用援助事業
1,926,000
社会福祉金庫設置事業
2,639,000
資金貸付事業
3,124,000
受託事業
72,777,000
保健福祉館管理事業
21,558,000
合
計
241,234,000

会員となって成田市の地域福祉を支えてください

「特別賛助会員・特別会員加入」
のお願い
社会福祉協議会では、7月1日から、特別賛 助会員（法 人・医 療
機関等）および 特別会員（施設・団体）の募集を開始いたします。
法人、企業や団体などの皆様、ぜひご協力くださいますようお願い
申し上げます。

会費（年額）は
《特 別 会 費》一口 5,000円（施設・団体）
《特別賛助会費》一口 10,000円（法人・お店等）
※会費は何口でもお申し込みいただけます。

会員への加入方法は
◆特 別 会 員
◆ 特別賛助会員

各会員ともに、郵便局の振込用紙でお振込み、
または社会福祉協議会事務局へお持ちください。

会費は主に次のような事業の財源となります
●地区社協の活動推進
●社会福祉大会開催

●福祉団体への助成
●ボランティア講座の開催

※特別会員、特別賛助会員（5,000円を超えるご協力）については、税法上の
優遇措置があります。
(1)個人の場合… 所得税にかかる「寄附金控除」の対象になります。
（所得税法第78条）
(2)法人の場合… 一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができ
ます。
（法人税法第37条）
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〜伝統文化「伊能歌舞伎」を次世代に〜
今回は、34年ぶりに伊能歌舞伎を復活
させ、成田の誇りとして伝統文化を守り
続けている元気人を紹介します。
根 藤 さ ん は、地 元 伊 能 で 畳 店 を 経 営
し て い ま す。若 い 頃 は 地 域 の 青 年 団 に
入り、積極的に地域の行事にも参加して
きました。当時、男子は青年団に入ると
地域の祭礼などで歌舞伎やお囃子を
伊能歌舞伎保存会 会長
す る な ど、大 切 な 役 割 が あ り ま し た。
ね とう まさあき
根藤 正昭さん（78歳） そのような青年団活動が歌舞伎を始め
るきっかけでした。
根藤さんの歌舞伎初舞台は青年団に入った間もなくの19歳の
時でした。初舞台の印象についてお聞きすると「当時は、地域の
青年団に入ったら当たり前のように歌舞伎を始めて、恥ずかしい
という気持ちはなく、無我夢中でした。」とのこと。
毎年4月に行う3日間の大須賀大神例大祭は、子どもから大人
までがそれはそれは楽しみ
にしていたもので、親戚の
人も呼び合うほどの昭和
30年ごろまでは町いちばん
の 賑 や か な 行 事 で し た。
例大祭は「伊能のおあそび」
とも呼ばれ、
大栄でもっとも
人出が多く近隣の学校も
演目：奥州安達原二段目 文治住家の場より
この期間は休みとなった
ほどでした。この祭礼は伊能1区から4区までが年番で当番と
なり、祭り行列や神楽の奉納、歌舞伎、ヤブサメなどが行われて
いました。
伊能歌舞伎は大須賀大神の境内に大鳥居が建てられた1697
年（元 禄10年）頃 に 奉 納 芝 居 と し て は じ ま っ た と 言 わ れ て い
ます。そこで披露される歌舞伎は地域住民が歌舞伎役者になり
きって行う「地芝居」で、暮れから正月にかけ演目の選定や役を
決めるなど準備も大変でした。宿（ヤド）と呼ばれる家で深夜
まで稽古に励み、祭礼が間近になるとお囃子と音合わせをする
など忙しいものでした。
伝統の伊能歌舞伎は昭和36年に千葉県無形民俗文化財に指定
されるなど盛んに行われていましたが、火災で衣装や道具を焼失
し た こ と で、昭 和40年 の 公 演 を 最 後 に 途 絶 え て い ま し た。
しかし、平成10年に住民の熱い思いで町おこしの気運が高まり
保存会を結成。翌11年には大勢の観客を前に34年ぶりに大須賀
神社で復活公演を果たし
ました。
現 在 は 男 性28人 が 伝 統
を 守 り、4月 の 奉 納 芝 居 と
11月の定期公演を中心に
活 動 を 続 け て い ま す が、
メンバーの平均年齢は73
歳。当初の若者たちが盛り
演目：佐倉義民伝 甚平渡しの場より
上げていた頃とは異なり、
次の担い手の発掘に苦労している状況にあります。また、公演の
ために衣装を借りたり、指導者を呼んだりと多額の費用がかかる
ことも大きな課題となっています。これからも子ども達に芝居の
楽しさを教えながら、後継者の育成に努め、成田の伝統文化と
していつまでも守り続けていきたいと思っています。

「夏休みの子ども会行事」に助成金
市民や企業の皆様から寄せられた赤い羽根共同募金より、
子ども会行事へ
助成を行います。
【助成対象】7月1日(土) 〜 8月31日(木)の期間に行われる子ども会行事
【助成金額】行事に参加した小学生1人につき、200円(1回限り)
【申請方法】行事終了後、9月29日(金)までに、主催者が参加者名簿と印鑑を
持参のうえ、お越しください。
【問 合 せ】社会福祉協議会 ☎0476-27-7755
※月〜金 8：30〜17：15

あたたかい善意ありがとうございます
平成29年4月1日〜平成29年6月15日（敬称略・順不同）
一般寄付《寄付金》
◆アナック歌謡塾
◆榎本 殖利
◆成田市フォークダンス協会 ◆TDK労働組合・TDK（株）
◆成田市歌謡連盟
◆（有）フラワーショップ サクマ
◆静香流吟詠会
◆（株）マルエツ
◆国際医療福祉大学成田看護学部
2016年度「経済の仕組み（NS）」受講生一同

善意銀行《寄付金》

成田市フォークダンス協会

善意銀行《物品》

◆明るい社会づくり成田市推進協議会 ◆千葉県退職公務員連盟印旛支部
（成田地区）/タオル170枚

ひきこもり家族交流会 第2回

参加

無料

同じ気持ちを語り合いましょう
今回は家庭内で共に「ありがとう」を言える環境づくりがテーマ

（金）13：00〜15：30 【申込み】不要
【日 時】8月18日
【会 場】保健福祉館 【参加対象】ひきこもっている人の家族
【問合せ】暮らしサポート成田 ☎0476-20-3399

参加者・ボランティア募集！

参加

無料

夏休み 子 ど も ふ れ あ い サロン

【日
時】7月29日
（土） 11：00〜15：00（受付10：30〜）
【会
場】保健福祉館 多目的ホール
【参加対象】特別支援学校や市内小・中学校の特別支援学級、
障がい者施設等
に通学・通所している子ども（障がいを持たない子どもも参加
できます）
【ボランティア対象】児童福祉や障がい者福祉等の社会福祉学を専攻している
学生やボランティア活動に関心がある方。
【内
容】軽スポーツ・ゲーム 【定 員】20名（先着順）
【持 ち 物】昼食（軽食程度で食中毒対応を願います）、飲み物、
動きやすい服装、タオル、運動靴
【締 切】7月21日（金）まで
【申込み・問合せ】社会福祉協議会 ☎0476-27-7755
【ボランティア申込先】ボランティアセンター ☎0476-27-8010

参加者募集！

子育て応援セミナー

子育てにおける子どもの安全確保と事故予防

〜未来をつくる子どものために知っておきたいこと〜

参加

子どもの安全を確保するための注意点や事故が起きてしまった際の
対応の仕方を学び身に付けます。

無料

【日 時】8月30日
（水） 10：00〜12：00
【会 場】保健福祉館 多目的ホール
【講 師】成田国際福祉専門学校 保育士科 平山 紀子先生
【対 象】市民在住の子育て支援に興味のある方、
なりたファミリー・サポート・センター協力会員
【定 員】30名（先着順）【申込締切】8月22日（火）
【申込み・問合せ】社会福祉協議会 なりたファミリー・サポート・センター
☎0476-27-8010
（月〜金9：00〜17：00）

小学生参加者募集！

夏休みボランティアスクール

介助犬について学ぼう 参加

福祉にかかわる

ピクトグラム を学ぼう
（月）
【日 時】7月24日

10：00〜12：00
【内 容】福祉マークについて学びます
【定 員】40名（先着順）
※ピクトグラムとは？
目で見て分かる絵文字のこと

無料

介助犬と障がいのある方の
生活について学びます。

【日
【内
【定

時】7月24日
（月）
13：30〜15：30
容】訓練犬またはPR犬1頭がデモン
ストレーションを行います
員】60名（先着順）

【会 場】保健福祉館 多目的ホール 【対 象】市内在住の小学生（親子参加可）
【申込み・問合せ】社会福祉協議会ボランティアセンター
☎0476-27-8010（月〜金 9：00〜17：00）

土〜
7/15●
17●祝

採 れたての
野 菜で
お昼ご はんを
作っています。

今年の
ゆったり農園は、
さやえんどうの
収穫から
始まりました

無農薬の
（昨年）
ゆったり野菜がいっぱい！
【仕事内容】ケアマネージャー、利用者、家族との相談、連絡業務
デイサービスでの介護、送迎業務
【勤務時間】8：30〜17：30 【待 遇】各種保険・賞与あり 委細面談

生活相談員急募！
（契約社員）

http://www.yuttari.biz
焼肉むさし
ニトリ
とんかつ
とんQ

成田店

成田店

26 2299

ショールーム TEL. 0476(代) ご予約優先
（営）AM9：00〜PM6：00 http://www.h abiller.co.jp
定休日 第3火曜日
検索
成田市公津の杜1-2-9 FUjiビル2F ブライダルアビエ

京成線

京成公津の杜駅
日赤病院
イトー
ヨーカドー

エービン 成田警察署
ヨークマート
セブン
イレブン
田駅
J R 成 J R線
51

至千葉

至富里I.C

運営：有限会社 洛陽堂

成田デイサービスセンター TEL 0476-37-5500

イオンモール成田前 ミニストップ脇

至佐原
成田市役所

電機効率ＵＰ！ アレルギー対策にもおすすめ

エアコンクリーニングで
さわやかな空気

成田市消防本部認定
患者等搬送事業者 第1号

ゆったり文化村

「新鮮まぐろ丼」が自慢の店
千葉テレビで話題になったお店です！

®

新緑の木々に心地よい風が

人から高齢の方までジョギング
やウォーキングをしている姿を

を
カビやニオイ
徹底除去！

よく見かけます。暑さ厳しい季節

お気軽にご相談ください
成 田
土屋店

お見積り無料

0120-455-035
受付 8：00〜20：00

おそうじ本舗 成田土屋店

検索

ココ

セブン
イレブン 山形屋

←至京成酒々井駅

至宗吾参道駅↓

↑至印西
464
宗吾
霊堂
至成田↓

☎0476 28-1118

編集後記

きました。朝夕の通勤時に若い

甚兵衛そば

車椅子のまま、寝たきり
の方もストレッチャーで
乗車可能です。

成 田 市土 屋 字 山ノ﨑712-2

吹く季節も過ぎ暑い夏がやって

介護タクシー

成田 なりた
ケアステーション

お気軽に
い♪
お電話くださ

★まぐろ丼 税込900円
★定食 税込1,000円〜
宗吾霊堂参拝後にどうぞ
お立ち寄りください！

成田市宗吾3-565-1（宗吾霊堂前）

食堂 まぐろや
11：30〜15：00 年中無休 (売り切れ次第閉店有)

☎0476-33-3385

になりましたので、涼しい時間
帯を選んだり、水分を摂るなど
の対策で自分に合った無理の
ない運動に心がけていただき
たいと思います。
広報担当 N.T

