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千葉県精神障害者
ピアサポート専門員養成研修
ピアサポート専 門員とは・・・

同じ障害をもつ患者の状態や気持ちを医療関係
者や就労している企業に伝え、精神障害者への
支援強化につとめ社会参加へつなげることを専門
とします。
※ピアとは
「同じ立場の人、仲間」
という意味があり
ます。

▲受講者のみなさん

▲グループワークの様子

自身の経験を活かし、悩みを抱える仲間をサポート
成田市社会福祉協議会では千葉県からの委託を受け、本年1月から3月にかけて千葉県精神障害者
ピアサポート専門員養成研修を開催しました。この研修は、千葉県内に在住している精神疾患を経験
したことがある方を対象とし、自らの病気の経験を活かしながら他の当事者を支援する ピアサポー
ト専門員 を研修により養成し、その社会参加を促進するとともに、要支援者への支援の向上を図るこ
とを目的としています。
千葉県内各地域から20名以上の応募があり、厳正な審査の結果選ばれた13名の受講者は、3日間の
基礎研修の後に県内の病院や事業所において約１ヶ月の現場実習を行い、実習先では担当指導者から
ピアサポーターとしての心構えや相手とのコミュニケーション方法など
様々なことを学び、実習後に2日間の専門研修を受講し、研修最終日には、
受講者へ修了証書が交付されました。
今後は、生活困窮者自立支援の中で精神保健、医療、福祉に関する相談な
どピアサポーター専門員としての役割だけでなく、就労などの求人情報や
新たな仕事を提案したりするなど、いろいろな場面で活躍することが期待
されます。

ピアサポート専門員に
なるまでの流れ
基礎研修3日間
現場実習120時間
（実習記録を提出）
専門研修2日間
精神障害者
ピアサポート専門員

参加者の声
今回の千葉県ピアサポート専門員養成研修では多くのことを

今回この研修を受けた事により、障がい者がピアサポーターとして働くという可能性を信じる

学んだ 1ヶ月間でしたが、私自身を見つめ直す 1ヶ月でもあった

きっかけになりました。正直なところ研修を受けるまでは
「障がいのある自分は無力であり、何を

と思います。

頑張っても無駄」
という意識や脱力感で一杯でしたが、研修が進むにつれて少しずつ元気になっ

受講する中で一番学んだことは、
「ピアの視点を忘れない」
こ

ていく自分がいました。おそらく
「弱くても良いところを活かせばいい」
という前向きなピア

とです。実習では、普段経験することが出来ないとても充実した

サポーターの考え方を学ぶにつれて、
自分でもそれらの言葉を信じたくなっていったのだと思い

機会と場面を学ばせていただきましたが、体調管理や実習記録

ます。
また実習先の職員の方々も利用者の皆様もとても温かく迎え入れて下さり、冷たくなって

の作成、実習先での苦労があり、
とても大変でした。
しかし、指導

いた心が次第に溶けていくような感覚がありました。他の研修生の方々とのたくさんの出会いも

者の方の言葉に、ハッとさせられる場面もあり、今後、
ピアサポー

あり、
ピアとして働く悩み等を分かち合えるようになったのも私にとっては望外の収穫でした。

ト専門員として仕事に就いた時、
研修で学んだことを初心として

このような実り多い研修を企画、開催していただきました関係者の皆様には本当に感謝して

忘れないように生かしていきたいです。

います。

5月
12日は？

（40代男性：Ｓさん）

民生委員制度100周年！

「民生委員・児童委員の日」です。

（30代男性：Ｍさん）

とならご相談ください
福祉のこ

「民生委員・児童委員の日」について 大正6年5月12日に岡山県済世顧問制度設置規程が
交付されたことに由来し、昭和52年に当時の全国民生委員児童委員協議会が毎年5月12日を
「民生委員・児童委員の日」と定めています。

民生委員・児童委員とは？ 民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された
非常勤の特別職の地方公務員です。また、民生委員は児童委員を兼ねています。地域の困りごと
の相談役として活動し、子どもから高齢者まで福祉にかかわっています。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育
ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、児童に関することを専門的
に担当する「主任児童委員」として委嘱されている方もいます。
任期はいずれも3年です。

◆生活が苦しい。誰かに相談したい・・・
◆高齢者の親が一人で生活しているので
見守りをしてほしい・・・
◆子育てが大変！相談したい・・・
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成田市社会福祉大会

平成30年1月27日（土）に保健福祉館で第21回成田市社会福祉大会を開催しました。
第1部の表彰式では、
地域福祉の推進に尽力された個人19名と4団体の方々を表彰し
多くの方々から祝福を受けました。
また、多額のご寄付をいただいた方々には感謝状を贈り、敬意と感謝の意を表しました。
さらに福祉作文・標語コンクールにおいては、市内の小中学生多数の応募の中から、優秀
作品を表彰しました。

表彰状

受賞おめでとう
ございます

2

１．
成田市社会福祉協議会 会長表彰功労者

２．成田市社会福祉協議会

会長感謝状

（１）民生委員児童委員功労者 杉田俊之、塚越恒德
（１）個人 𠮷原知良
（２）社会福祉施設・団体役職員功労者 飯田政則、山田由美子、井上幸栄、小吹智子、（２）団体 ＪＡＬひこうきにのったサンタクロース、ＴＤＫ労働組合・ＴＤＫ株式会社、公益
財団法人 成田市スポーツ・みどり振興財団、成田グリーンライオンズクラブ、成田市
今井強、千葉健彦、荻野辰男、與那嶺泰雄、菅原初夫、井上勝俊、飯嶋たい子、
医師団、米屋親和会、ナリコーセレモニー、株式会社 江戸清、日立物流まごころ基金
諸徳寺裕子、小川理絵、片野奈央
株式会社日立物流バンテックフォワーディング、成田山新勝寺、橋賀台小学校ＰＴＡ、
（３）優良地区社会福祉協議会
吾妻・はなのき台地区社会福祉協議会、加良部地区社会福祉協議会
成田市歌 謡 連 盟、日蓮 宗千葉 県 東部宗務所、有限会社フラワーショップサクマ、
タイヨー株式会社成田店、明るい社会づくり成田市推進協議会、成田市高齢者クラブ
（４）社会福祉協力者 櫻井征夫、石田延子、大野瀬津子、子育てひろば、
手作り紙しばいももたろう
連合会
【敬称略・順不同】

福祉作品コンクール

ゆ あさ
よし ひろ

な

湯浅 義大

にい

福祉講演会 私は夢をあきらめない
第２部 の 福祉
講演会では日本人
初の義手の看護
師となった 伊藤
真波先生を講師
に迎え
「あきらめ
DVD映像を見ている参加者
ない心」と題して
お話をいただきました。20歳の時交通事故
で右手を失ったつらい体験や、それを乗り
越えて看護師となり、義手を使用しての勤務
の 様 子、リハ ビ リ に 始 め た 水 泳 で 北 京、
ロンドンのパラリンピック選手として出場
し、平 泳ぎ やバ タフラ イで入 賞したこと、
引退後は結婚し家庭を持ち、現在では１児の
母としておむ つ交 換 や授乳 などの 子育 て
での 苦労など、ＤＶＤの 映像と表 情豊 かな
お話に引き込まれ、ありのままの日常生活を
知り、驚きと感動を覚えました。
最後にバイオリン
の 演 奏 を披 露して
い た だ き、優 し い
音 色に涙 する方も
見られ、講演会は盛
会に終りました。参
加された方からの
「素 晴 らしか った」
「感 動した」との 思
いの 惜しみ ない拍
手が 講師の伊藤先
生に贈られました。 講演をする伊藤先生

◎住居確保給付金

◎家計相談支援事業

常用就職を目指す方に家賃の補助
「離 職後2年以内」、
「65歳 未満」、
「離 職
前は主たる生計維持 者だった」、
「熱心に
就 職 活 動を行 うことが できる」そ の 他、
収入・預貯金の基準に合う方が対象となり
ます。自分に当てはまるかな？と思う方は、
ぜひご相談ください。

家計の立て直しをアドバイス
家計の状況を「見える化」して、家計管理
ができるようにお手伝いします。また、状況に
応じて関係機関への同行や貸付制度の紹介を
行い、早期の生活の立て直しを支援します。

暮らしサポート成田

【受付時間】月〜金/8：30〜17：15（※土・日・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、成田市役所より徒歩約4分
E-mail:kurashi-narita@grace.ocn.ne.jp 【交
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ＧＯ（生活支援）
買い物
サービス実施中！ （代行含む）
、

の

広告募集！！

●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！

恵 megumi
ガセリ菌SP株
ヨーグルト100g

特定
保健用
食品

銀行、
郵便局、
外食、
床屋等
外出時の
お手伝い

まずは
ご連絡
ください

ＪＲ成田駅

生活の安定と自立に向けたお手伝いをしています。
（成田市にお住まいで、生活保護を受給していない方
が対象となります）
支援メニューの一部をご紹介します。

４年

いし がみ

石神 仁菜

お困りの方を対象に、他の専門機関と連携しながら、

就労、住まい、家計管理等を包括的にサポートし、

私立成田高等学校付属小学校

中台小学校 ５年

暮らしサポート成田では、様々な理由で経済的に

﹁おじいちゃんとの思い出﹂

ありがとう

仕事をやめて、家賃の
支払いに困って
いませんか？

作文の部 特選

※学校名・学年は当時のものとなっていますのでご了承ください。

学校の福祉体験で︑車椅子体験をしました︒ぼくは︑ふと︑祖父のこ
とを思い出しました︒
ぼくの家には︑今は使っていませんが車椅子があります︒ぼくが三年生の時︑
肺がん
で亡くなった祖父が使っていたものです︒だんだん歩けなくなってきた祖父と出かけ
るために︑母が買った車椅子です︒ぼくは︑車椅子に乗った祖父といとこと︑母と買い
物に出かけて︑祖父に駄菓子を買ってもらった思い出があります︒初め︑祖父は︑
﹁車椅子なんて嫌だな﹂︒
と言っていました︒でも︑何度か出かけるうちに︑
﹁車椅子︑なかなかいいな﹂︒
と︑積極的に出かけるようになりました︒実際に車椅子で買い物に行くと︑通路が狭く
て車椅子が通りにくかったり︑祖父は大きかったので︑車椅子を押すのが重たかった
記憶があります︒でも︑車椅子があることで︑外に出かけることができ︑楽しい思い出
が作れたのでよかったと思います︒
学校で福祉体験をした後︑家に帰ってきて︑しまってあった車椅子を久しぶりに出
してみました︒ぼくは︑学校での体験と同じように車椅子を広げてみました︒そして︑
母を乗せたり︑母に押してもらったりしました︒それから︑一人で車椅子に乗ってこい
でみました︒思っていたより手が疲れました︒方向転換が難しかったけれど︑練習して
いくうちに慣れてきました︒
体験をきっかけに︑祖父のことを思い出し︑通路の幅を広めにしたり︑道の段差を少
な く し た り︑も っ と 車 椅 子 の 人 も 普 通 に 移 動 で き る よ う に な れ ば い い な と 思 い ま し
た︒でも︑そんなことはすぐにはできません︒でも︑ぼくでも今日からすぐにできるこ
とを教えてもらいました︒それは︑車椅子に乗って困っている人がいたら︑声をかけて
あげるだけでお互い気持ちがよくなるということです︒車椅子の人も︑そうでない人
も︑お互いに声をかけ合い︑自然に助け合って生活できるといいと思いました︒

標語の部 特選

笑顔をつなぐ

標語の部 入選
親切は 未来をひらく パスワード
成田高等学校付属小4年 舩木 苺衣
あいさつで 地いきの人と 町づくり
久住小5年 海保 奏太
気づいたら すばやく行動 思いやり
平成小5年 山田 飛羽
広げよう 福祉の未来 成田から
美郷台小5年 髙橋 実希
さしのべた その手はふれ合い ささえ合い
下総みどり学園5年 青野 心音
ボランティア 小さな力 大きな支え
三里塚小6年 大内 莉矩
言われても 言ってもうれしい 感謝の言葉
久住小6年 稲田 瑛太
大丈夫？ 声かけ気にかけ 助け合い
平成小6年 成田 大河
思いやり 小さな勇気が大きな一歩
中台中1年 樋田 ゆら
助け合い 皆と一緒に 歩む明日
大栄中1年 瀧島 颯人

◇幸せと

作文の部 入選
「思いやり〜誰にでも思いやり〜」
中台小5年 小貫 真凜
「お年寄りの方を助ける」
美郷台小6年 若生 にこ

大会終了後に保健福祉館内での作品展示が行われ、期間中、来館した多く
の方に心温まる作品を見ていただきました。

商工会館

★

市役所

自宅で簡単に髪のお手入れ

訪問 美容サービス
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♪

●１回/１時間 1,500円

（３人で利用すれば１人500円）

（市内全域に新聞折込）
【発行部数】43,000部
【サ イ ズ】1枠 縦 87ミリ×横 58ミリ
【広 告 料】カラー…1枠 9,000円（税込）
2色……1枠 7,000円（税込）
★年間掲載（年4回）で1割引
掲載希望は下記までお問い合わせください

☎0476-27-7755
成田市社会福祉協議会

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。

お問い合わせ（24時間365日受付）
※通常業務の間に対応しますので、希望に添えない場合が
ありますが、まずはお気軽にお電話ください。

☎ 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 成田店

成田市飯仲36-21

51

京成成田駅

安くても安心ヘルパー
資格者が丁寧に対応します。

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円割引致します。

栗山公園

☎0476-36-8886

美容福祉師、
ヘルパー 2級

「内臓脂肪を減らすのを助ける」
なり

た

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

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

Narita-City Council Of Social Welfare
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社協会員募集について

会費ご協力のお願い

地域福祉の
サポーターに
なりませんか

成田市社会福祉協議会の事業は、会費のほか
県社協や市からの委託金、
補助金、
および共同募金等により運営しています。より
充実した福祉活動を行い、福祉のまちづくりを進めていくためには多くの財源が
必要です。ぜひ、会費の納入にご理解とご協力をお願いいたします。

〜皆様からの会費は、身近な地域での福祉活動に活用しています〜
◆地域活動支援に
居場所づくりや交流を深める活動として高齢者のふれあいいきいきサロンの
開催や小学生の福祉体験学習等を行っています。
◆ボランティアセンター運営のために
各種ボランティア養成講座の開催やボランティアに関する情報紙の発行等を
行っています。
◆社会福祉大会の開催
◆障がい者福祉団体への助成
◆各種相談事業
心配ごと相談
アルコール依存相談
◆広報「福祉なりた」の発行

一般会費（1世帯）

１口

500円（年間）

【納入方法】 区・自治会・町内会を通じて会員加入のお願いをしています。
個人で加入してくださる方には、振込用紙をお送りしています。
また、社会福祉協議会の窓口でも受け付けています。

平成29年度

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
ご協力ありがとうございました
昨年10月から実施してまいりました赤い羽根共同募金運動では、ＪＲ成田
駅、京成成田駅や成田市健康福祉まつり、国際市民フェスティバル等で街頭
募金を行い、多くの皆様にご協力をいただきました。市民の皆様のあたたかい
善意に深く感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金
総額 ９,１１２,６５３ 円

平成29年度

平成29年度

歳末たすけあい募金

総額 ６,２７１,３７８ 円

皆様からいただいた募金はこのように使われます
赤い 羽 根 共同 募金 平成30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
ア活動費や夏季子ども会行事への助成、社会
福祉大会など）のために使われる予定です。
歳 末たすけあい 募金 準要保 護 児 童、地区
社会福祉協議会の活動や市内民間福祉施設お
よび託児所の活動費として、
また、
障がい者福
祉施設や児童養護施設、
養護老人ホームに入
所している方々に見舞金として使わせていただ
きました。

ボーイスカウトの子どもたちが赤い羽根
街頭募金運動を行いました

平成29年度

生きづらさを抱えた方を
応援するサポーター養成講座
少子高齢化や核家族化が 進む中、家族や地域社会の変容が社会問題と
なっております。また、経済的な貧困に限らず、社会的な孤立や排除といった
人と人とのつながりの希薄さによる生きづらさを抱えた方も増えています。
講座は2日間にわたり精神保健福祉の専門職や自分の経験を生かした支援
活動を展開している先生方にお話を伺いました。

「性別はもう２つでは語れない！」

性はグラデーション！

今回、講師のお二方から性同一性障害
について、日本とデンマークの性に対する
考え方の違い、性同一性障害条例や同性
パートナーシップ条例など制度に係る内容
までわかりやすい説明がありました。
ＬＧＢＴの現状、
また、
性の分類も男と女
ではなくグラデーションとしてあり、世間
から見ても分かりづらいのが現状ですが、 2人の講師から説明をいただきました
カミングアウトしやすい社会になりつつあることも教えていただきました。
その他、
「依存症を知る」の講演ではアルコールや薬物などの各種依存症に
ついて、また、
「当事者のニーズを考える（当事者活動の実践から）」では引き
こもり経験者の立場からのお話を伺いました。

No.

126

輝いている
元気人 ❿
げん

き

びと

〜みんなの さしのべたい気持ち がひとつに〜
今回は、数々のボランティア体験を
通して、ボランティア活動の楽しさや人
の温もりを知ったという元気人を紹介
します。
私が若い頃、ボランティアをする母の
姿をずっと傍で見てきたことがボランテ
ィア活動をはじめるきっかけとなりま
した。当時はボランティアという言葉が
浸透していない時代で、誰かが困って
更生保護女性会 顧問
いればお互い助け合うことは当たり前
ひぐらし かず こ
でした。貧しい時代ではありましたが、
日暮 和子さん
今振り返ると、
私は多くの人との出会い、
活動できたことにむしろ幸せだったと感じています。
市主催のボランティア養成講座に参加して、視覚障がい者との
向き合い方や生活の中での困りごとを知り、もっとお手伝いがした
いとの思いから、広報なりた等をテープに録音して届けるボラン
ティアを始めました。私が朗読サークルに入った頃は、録音場所が
中央公民館の視聴覚室や図書館の視聴覚センターの片隅で、一人
が原稿を読んでいる間は終了のサインが出るまで、読みに間違い
がないか、みんなじっと音を立てずに息をひそめて見守っていま
した。録音機材も今のような優れたものではなかったので活動も
困難をきたしました。それでも活動することが楽しかったと思えた
のは、活動仲間の手をさしのべたいという気持ちが同じだったから
だと思います。
また、私にとって貴重な体験だったのが、目の不自由な方から
編み物を教えてほしいと言われ、戸惑いもありましたが、私は服飾
学校の学生に編み物等を教えていた経験もありましたので、快く
受けました。
その時の経緯から
「点字も学んでみたい」
と思うきっかけ
をいただきました。実際に点字を始めると簡単ではありません
でしたが、知らないことを知った喜びは大きかったと思います。
その他に私が行ってきたことは、更生保護女性会の活動でした。
この会は女性としての立場から、犯罪や非行のない明るい社会を
実現しようとする女性ボランティアの団体ですが、成田市では昭和
37年に会が発足し、
40名ほどの女性でスタートしました。
主な活動
には、法務省が主唱している犯罪や非行防止のための目的として
行なわれる「社会を明るくする運動」がありますが、その活動にも
積極的に取り組んできました。また、保護司会の協力を得て刑務所
や少年院を訪問し、収容されている人達を激励するなどの活動を
行ってきました。そのほかにも児童ホームで小学生と一緒に折り紙
をつくる活動も行ってきました。
私は会の代表を長く経験させていただきましたが、
今までの経験
や人との出会いが活動の原動力となりボランティアを続けてこら
れた理由だと思います。今まで関わってきた多くの人達に感謝の
気持ちでいっぱいです。

千葉県ゴルフ協会から福祉車両が寄贈
3月23日に千葉県ゴルフ協会から、
移送
サービス事業に車椅子のまま乗車できる
福祉車両が寄贈されました。
千 葉 県 ゴ ル フ 協 会 は、千 葉 県 民 の 日
協賛事業として毎年ゴルフフェスタを 千葉県ゴルフ協会菅会長と
開催しています。参加した皆様にプレーを楽しんでいただき、多く
の方々からチャリティ募金にご協力
を賜りました。いただいた募金から
社会福祉施設や福祉団体に福祉車両
を贈り続けています。
今 後 こ の 車 両 は、高 齢 者 や 体 の
不自由な障がい者の皆さんの外出
支援のために大切に活用させていた
だきます。
寄贈されたゴルフフェスタ号

対象者には はがきでご案内します
70歳以上の方々をご招待！

あたたかい善意ありがとうございます
平成29年12月16日〜平成30年3月31日（敬称略・順不同）

豊住地区敬老会 を開催します

（土）11：30〜15：00（受付/11：00より）
【日 時】6月2日
【会 場】豊住小学校 体育館
※その他の地区については、7月1日号（福祉なりた）、9月1日号（広報なりた）で
お知らせします。

イトーヨーカドー労働組合成田支部様

【問合せ】社会福祉協議会 ☎0476-27-7755

シニア元気アップ教室 を開催します
ヨガ独自の呼吸法で、心と体を元気にリセットしましょう。

参加
無料

時】6月21日・28日・7月5日・12日・19日（全5回/木曜日）
13：30〜15：00
【会 場】保健福祉館 【定 員】15名 【参加費】
無料
【対 象】初めて教室に参加される方 市内在住の65歳以上の方
【持ち物】動きやすい服装、ヨガマット（またはバスマット）、飲み物（水分補給用）
【受付期間】6月1日（金）から開始。
（定員になり次第終了）
【日

◆成田市医師団

〜地域で高齢者を見守る・支えるまちづくりをめざして〜
高齢者や障がい者が日常で困った時に手を差し伸べられるスキルを学びます。

開催日
1 5月16日（水）

内

容

身近でできる
簡単おそうじセミナー

2 5月17日（木） 認知症の正しい理解

講

善意銀行《寄付金》
◆米屋親和会
◆成田玉造郵便局募金箱
◆保健福祉館募金箱
◆成田市議会募金箱
◆平山建設（株）募金箱
◆中台運動公園体育館募金箱
◆（株）タイヨー成田店募金箱
◆（株）ナリタヤ成田店募金箱
◆なりたや下総滑川店募金箱

※両日参加できる方

師

会

場

合資会社ダスキン成田
代表社員 石井 孝明 氏

多目的ホール

成田市西部南地域包括
支援センター
社会福祉士 林 信貴 氏

会議室1・2

【対 象】市内在住 高齢者支援に関心のある方、成田おたすけ隊協力会員
【定 員】20名（先着順）【参加費】無料
【申込み締切】
5月10日（木）
【申込み・問合せ】社会福祉協議会 成田おたすけ隊 ☎0476-27-8010

善意銀行
《物品》
◆よもぎの会/雑巾・タオル
◆（株）メタルワン・スチールサービス/車椅子
◆東京電力（株）成田支社 常庸労組女性委員/タオル
◆千葉県ゴルフ協会/福祉車両

参加無料

【日 時】
5月16日（水）
・17日（木）13：30〜15：00
【会 場】保健福祉館

食 品の 寄付にご協 力ください
「フードバンクちば」では、まだ食べることが出来るのに様々な理由
で処分されてしまう食品を引き取り、食べ物を必要としている方へ無
償で届ける活動をしています。ご家庭で余っている食品等があれば、
社会福祉協議会または暮らしサポート成田まで直接お持ちください。
米、めん類、保存食品(缶詰、瓶詰等)、乾物(のり、豆等)、インスタント食品、
レトルト食品、調味料、食用油、飲料等
※未開封で常温保存が可能であり、賞味期限が2ヶ月以上あるもの
※特に缶詰等のおかず類はすぐに食べられるのでご寄付いただければ助かります。
※米は古米などで、異臭や色の変色、虫が発生している物は使用することが出来ま
せんのでご理解お願いします。

【年間予定】●5月14日(月)〜6月29日(金) ●9月18日(火)〜10月31日(火)
【問合せ・郵送での送付先】 フードバンクちば ☎043-375-6804
〒263-0023 千葉市稲毛区緑町1-25-11-101 ※送料は自己負担

の定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

家にいながら施設のような
見守りあり 安心できるサービス

ゆったり村の
母の日です。

検索

FAX.0476(20)6665

☎0476(37)5277

台所クリーニングと
浴室クリーニング
してみませんか？

「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！

【仕事内容】
デイサービスにおける介護業務全般
【勤務時間】朝8時から夕方6時まで
（勤務時間・日数はご相談に応じます）
【資
格】普通自動車運転免許（AT限定可）
【時
給】900円
（別途処遇改善加算支給）

看護師（正・准）

【仕事内容】
バイタル計測、服薬管理、
体調面のチェックなど
【勤務時間】朝9時から夕方4時の間で5時間・
週3日位
（勤務時間・日数はご相談に応じます）
【資
格】実務経験1年以上ある方
【時
給】1,500円

村の仲間で製作しました

ご利用できる地域に限りがあるため詳しくは、下記にお問い合わせください。
〒286-0841 成田市大竹370

＊パートさん募集中＊
介護スタッフ

おかあさん牛と子どもたち

●定期的な訪問
●随時の電話
●困った時に駆けつける
事が出来るサービス
風の村なりた

（株）メタルワン・スチールサービス様

◆成田山新勝寺
◆ひと針の会
◆明治大学校友会成田地域支部
◆成田商工会議所女性会
◆よもぎの会
◆成田市資源回収協同組合
◆NPO法人坂田ヶ池の友
◆榎本殖利
◆成田市下総建設業協会
◆イトーヨーカドー労働組合成田支部
◆日蓮宗千葉県東部宗務所
◆ひこうきにのったサンタクロース
◆葵舞踊振興協会成田会
◆田町水子地蔵尊世話人会 ◆成田建築工業組合連合会
◆成田市高齢者クラブ連合会（一円玉募金）

指定寄付《寄付金》

【申込み・問合せ】
社会福祉協議会 ☎0476-27-7755

スキルアップ講習会

米屋親和会様

一般寄付《寄付金》

運営：有限会社 洛陽堂

http://www.yuttari.biz

ゆったり文化村

お気軽に
お電話ください♪

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

成 田 市土 屋 字 山ノ﨑712-2

ブ ラ イダ ル フェア
新作ウェディングドレス発表

2

ブランドドレスご試着無料

3

挙式ドレス用の小物レンタル承ります
ネックレス・イヤリング 3,000円〜 髪飾り 5,000円〜
ベール 5,000円〜 靴 3,000円 ブーケ 5,000円〜

ご親族様、留袖・モーニングご予約会

留袖一式（草履、バッグ付き） 25,000円〜
モーニング一式 15,000円〜 留袖新柄入荷しました！

挙式会場へ手ぶらでOK!
大好評

今の季節
おすすめ！

1

留袖・モーニング

0円!!

楽々パック・梱包料・片道送料
価格は全て税抜き表示になります

プロに
おまかせ
！

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

←至京成酒々井駅

至宗吾参道駅↓

宗吾
霊堂
至成田↓

成 田
土屋店

↑至印西
464

甚兵衛そば

お気軽にご相談ください

ココ

セブン
イレブン 山形屋

★まぐろ丼 税込1,000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 (ラストオーダー 14：45)

☎0476-33-3385

総合レンタル衣裳専門店

成田店

ショールーム

㈲さわだ貸衣裳店
TEL. 0476-26 -2299 (代) ご予約優先
ブライダル アビエ

（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

価格は全て税抜き表示になります

焼肉むさし
ニトリ
とんかつ
とんQ

成田店

京成線

京成公津の杜駅
日赤病院
イトー
ヨーカドー
至千葉

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

至富里I.C

至佐原
成田市役所

