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　赤い羽根共同募金は千葉県共同募金会を通じて、
成田市内の福祉事業と千葉県内の福祉施設への   
助成や災害対策費として使われます。
　昨年、皆様からお寄せいただいた募金により、今年
は以下のような事業を実施しております。
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　昨年、皆様からお寄せいただいた募金により、今年
は以下のような事業を実施しております。

 ボランティア活動事業
　ボランティアグループが行う活動を支援するために、
80のグループに総額113万円の助成金を交付しています。

 広報発行事業
　年に４回、福祉広報を発行し、新聞折込みで、福祉に関する情報を皆様
に届けています。

 応急援護事業
　火災に見舞われた方に見舞い金をお届けしています。
また、無縁仏供養の一部として利用されています。

 遺族援護事業
　戦没者追悼式・新盆精霊等流灯会（灯篭流し）
などに際し、供物や花を献じました。

 障がい者福祉事業
　5月に、心身障がい児者   
招待事業として大型バス1台
とリフト付き大型バス１台
を用意し53名の方が参加し、
ディズニーランドで楽しい
思い出を作りました。

 おたすけ隊事業
　市民の参加と協力を得て、掃除や買物、食事の支度などの家事援助サービスを行って
います。コーディネーターが相談を受け、支援してくれる協力会員を派遣しています。

 高齢者福祉事業
　ゲートボール大会・
シルバーいきいき
作品展など
に助成して
います。

 児童福祉事業
　夏休みの子ども会の行事
に対して、参加した小学生1名
に対し、200円を助成しま 
した。 昨年は55の団体から
申請があり、総額348,600円
の助成を行っています。

　共同募金運動の一環として、12月に歳末たすけあい運動を実施してい  
ます。市民の皆様からいただいた募金は、施設入所児童や、養護老人ホーム
入所の高齢者、また市内の民間福祉施設等へ配分されるほか、地域福祉の推
進力となっている地区社会福祉協議会へも事業費の一部として配分されて
います。一人ひとりのやさしさが住みよい地域づくりにつながります。皆様
のご理解ご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい募金（１２月１日～１２月３１日）

びわぴよ
出身地　千葉
好物　よく熟れたびわ

性格　明るく陽気
特技　サーフィン、顔芸

　共同募金運動創設70周年を記念して、千葉
県共同募金会の マスコットキャラクター 
「びわぴよ」が誕生しました。びわぴよは、共同
募金の運動をみんなに知ってもらうため、  
千葉県内の「じぶんの町を良くする」活動を
PRしていきます。

千葉県共同募金会マスコット「びわぴよ」

　赤い羽根・歳末たすけ
あい募金につきましては、 
自治会・町内会を通じて
お願いしております。役員
の方がお伺いいたします
ので、皆様のご協力を   
お願いいたします。

　７月豪雨災害により被災された皆さんに心よりお見舞い
申し上げます。
　現在も義援金を受け付けております。 あたたかいご支援
をお願いいたします。
　お寄せいただいた義援金は千葉県共同募金会を通じて被
災地に届けられます。
●ご協力いただいた方々
　成田祇園祭実行委員会
　笑いヨガ教室

大雨等被害による災害義援金のご案内

「健康・福祉まつり」での募金活動「健康・福祉まつり」での募金活動
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●子育て支援イベント
食育コーナーやベビーマッサージ、手作りおもちゃなどの子育てをサポートするイベント
や思春期・女性相談などの悩みを相談するコーナーも設けられています。

●健康ぼらんてぃあ
健康ぼらんてぃあの活動発表としてノルディックウォーキング教室（雨天の場合は中止）、
笑医の集いスタンプラリー、ハンドベルの演奏が行われます。（20日）

●福祉のイベント
認知症家族の会オアシスの会の紹介と個別相談、チャレンジドミュージカル（障がい者を
中心にしたミュージカルの公演）が行われます。（20日）

講演会　会場：多目的ホール

至 

駅
川
湯
田
成

京葉銀行

会場の駐車場は混雑が予想されますので、路線バスをご利用ください。JR成田駅西口より
千葉交通バス2番線のりば
中台経由北高校行･成田湯川駅行、赤坂公園下車、徒歩1分（大人220円）
中央通り･成田湯川駅行、保健福祉館下車（大人220円）

（大人200円）

会場へは路線バスで

成田市健康・福祉まつり成田市健康・福祉まつり成田市健康・福祉まつり成田市健康・福祉まつり

　《安心して暮らせる健康と福祉のまち》をテーマに、健康づくりと充実した福祉を
目指して、成田市保健福祉館で「成田市健康・福祉まつり」が開催されます。健康     
づくりや福祉などについて、小さなお子様からご高齢の方まで幅広い年代の方が  
楽しめ、さまざまな体験や学習ができる2日間です。ご家族やお友達をお誘い併せて
お越しください。
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第17回

【日　時】10月20日（土）・21日（日） 9：00～16：00

【主　催】成田市健康・福祉まつり実行委員会
【問合せ】成田市保健福祉館  ☎27-5000

イベント

◎成田赤十字病院講演会
【日　時】21日（日） 10：00～11：30
【内　容】「骨粗鬆症と膝関節症～あなたの骨と膝は大丈夫？～」 

整形外科医師  府川 泰輔さん

「変形性膝関節症の運動療法」
リハビリテーション科
係長  花澤 学さん

◎メンタルヘルスフェア成田講演会
【日　時】21日（日） 13：30～15：30
【内　容】「妊娠、出産、育児とこころの健康」

人間総合科学大学看護学科
准教授  大塚 寛子さん

●健康状態チェック・健康情報の展示

「健康チェックコーナー」では、骨密度・身体
計測・体脂肪測定・肌年齢測定のほか、薬の
相談・血圧脈波測定・ 健康食の試食などを行
います。
さらに、「ストレスチェックコーナー」では、
対面式のストレスチェック（メンタルヘル
ス）を行います。
健康相談を実施します。（21日）

●お子様が楽しめるイベント

「おもちゃクリニック」では、壊れたおもちゃと本の修理を
行います。また、折紙ヒコーキ教室（20日）や手形アート、  
工作教室、（21日）ちびっこ広場では紙芝居、パネルシアター
（20日）、人形劇（21日）など、子どもたちが楽しめるイベント
が盛りだくさんです。屋外では、親子で楽しめるロードトレ
インや模擬店の出店のほか、うなりくんふわふわドーム 
（21日）も登場します。

●障がい者スポーツ体験コーナー

今回初めて実施される障がい者スポーツ体験コーナーでは、パラリンピック
競技の「ボッチャ」と視覚障がい者スポーツ「スルーネットピンポン」が体験 
できます。ぜひ体験してみてください。（21日）

●ご高齢の方を対象としたイベント

認知症チェックや個別相談を実施、いきいき
百歳体操体験コーナー（20日）や口腔機能の
評価（21日）もあり、ご高齢の方に向けた  
イベントを開催します。

入場
無料

21日のみ

うなりくん
ふわふわドーム

おいしいものたくさん！にぎわう模擬店♪おいしいものたくさん！にぎわう模擬店♪

健康相談の模様健康相談の模様

お口の健康広場お口の健康広場

▼

講演会で病に対する知識を学ぶ

大人気！ロードトレイン
大人気！ロードトレイン

おもちゃクリニック

ドクターも大いそがし！おもちゃクリニック

ドクターも大いそがし！

楽しいこと

いっぱい！！

入場
無料

【日　時】10月20日（土）・21日（日） 9：00～16：00
【会　場】成田市保健福祉館（赤坂1-3-1）
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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！

お気軽にお電話ください

☎090-6488-6282
訪問美容室ミエ 検索

美容室ミエ
NPO 法人全国介護
理美容福祉協会認定

※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。

美容福祉師、ヘルパー2級

デイサービス施設
多数専属訪問中！

美容サービス
自宅で簡単に髪のお手入れ

訪問

訪 問

眉カット等のサービス有♪

パーマ、カラーも
承ります♪

☎0476（22）1523
（株）岩立モータース

お車の安心をお約束!お車の安心をお約束!

お車の引取、納車ＯＫ！
時間に余裕のない方、また
遠方の方もご利用ください。

お車の引取、納車ＯＫ！
時間に余裕のない方、また
遠方の方もご利用ください。

代車　　
無料貸出

お車一台一台のサービス
カルテを作り、全面的に
バックアップいたします。

愛車のカルテで
万全の整備

技術者全員が2級整備士の
資格を保有し、高い技術で
対応します。独自の板金・
塗装システムにより短期間
で仕上げます。

修理も
おまかせ
ください！

成田市公津の杜2-14-1（京成公津の杜駅交番の向かい）

☎0476-28 -6555

公津の杜あべ歯科クリニック
医療法人社団 五佑会

＊子どもたちがリラックスして治療できる
環境を整えています。
＊子どもたちがリラックスして治療できる
環境を整えています。

【診療時間】
月～金・・・  9：00～12：00

14：00～20：00
土・・・・・・・・・・10：00～12：00

14：00～18：00
【休 診 日】日曜、祝日

健康はお口のケアから！

歯科衛生士
募集しています
アルバイト可!

☎0476-36-8886
【受付時間】8：00～17：00 成田市飯仲36-21

ハッピーハート成田店
一般社団法人

パート・アルバイト・正社員

大募集

勤 務 地 成田市公津の杜

応募資格 18歳以上
（高齢者・主婦・Wワーク大歓迎!!）

給　　与 時給1,000円～
待　　遇 通勤車貸与！自宅から直接お客様宅へ

時　　間 8：00～14：00の間で応相談
（週3、4h/日～可！）

業務内容 介護タクシーの乗務員/訪問介護

資格取得は
会社にて対応します！Point! 直行直帰

できます！Point!

私たちと一緒に
お仕事しませんか？

高齢者
大歓迎!!
高齢者
大歓迎!!

体験授業・入塾を
お考えの方はお気軽
にお電話ください。

464464

成田
日本語学校
成田
日本語学校

ケンタッキーケンタッキー

ファミリー
マート
ファミリー
マート

黄内科黄内科

華の湯華の湯

セブンイレブンセブンイレブン

京成本線
京成本線

中島塾

日赤成田
病院前

成田市橋賀台1-46-1☎0476-27-2161
代表取締役 佐野田 邦宏成田雪販商事（株）

なり た ゆきはん

中島塾中島塾

成田市橋賀台1-45-3
☎070-5461-9080
nkjm.com-aaia.com
        @ezweb.ne.jp

「やればできる」を教えたい「やればできる」を教えたい

※入会金別途5,000円が必要になります。
※料金はすべて税込となります。

小学生 60分
1,000円

科目数×
300円/月 2,000円/月

中学生 60分
1,000円

科目数×
500円/月 3,000円/月

高校生 45分
1,000円

科目数×
500円/月 3,000円/月

料金表 授業料 テキスト代 維持管理費

夏休みボランティアスクール夏休みボランティアスクール夏休みボランティアスクール夏休みボランティアスクール

　生活福祉資金は、他からの融資が受けられない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に
対し、経済的な自立と安定を図ることを目的とした貸付制度です。
※制度は「貸付」であり、返済していただく義務があります。給付制度ではないことをご理解ください。

　8月2日の木曜日、千葉県障がい者スポーツ協会より講師をお迎えし、小学生
を対象に障がい者スポーツ「ボッチャ」の体験スクールを行いました。ボッチャ
は2020年のパラリンピック東京大会に向け、注目を集めている種目の一つで、
的となる白いボールへ自分のチームのボールをいかに近づけるかを競う
スポーツです。参加した子どもたちは、試合になるとボールの行方に一喜一憂
し、夢中になってボッチャを楽しんでいました。
　ボランティアセンターでは、障がいを持った方や高齢の方でも、一緒に楽し 
めるレクリエーション等を通じ、ハンディを持った方たちへの理解を深めて  
もらえるよう、講座を企画していきたいと   
考えています。
　10月21日（日）には、「成田市健康・福祉    
まつり」でも障がい者スポーツコーナーと   
してボッチャを体験することができます。   
多くの方に楽しんでいただきたいものです。

[Boccia] ボッチャとは
イタリア語で「ボール」を意味し、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機
能障がい者のためにヨーロッパで考案されたスポーツで、パラリンピックの  
正式種目です。2016年リオデジャネイロ大会では日本代表が団体戦で初めて
銀メダルを獲得しました。近年では障がいの有無に関わらず 
高齢者から 子供まで“誰でも楽しめる究極のバリアフリー   
スポーツ”として注目されています。ルールを簡単に説明する
と、1～3名を１チームとして、赤チームと青チームに分かれ、
各チーム6球づつ、的となる白いボールめがけて投げます。   
近くにボールを寄せたチームが勝ちで、相手チームより近づけ
たボールの数が得点になります。

【申込みにあたっての注意事項】
・他の制度を利用できる場合は、そちらが優先となります。
・貸付の種類によっては担当地域の民生委員との面談があり、申込みから返済に至るまで継続的な支援を行ってもらいます。
・世帯の債務状況や収入状況等によっては貸付ができない場合もあります。
・貸付の審査、決定は千葉県社会福祉協議会が行います。また、貸付の種類によっては申請から審査までに時間がかかるため、早めの相談
をお願いします。
・ご利用にあたってはその他の条件がありますので、お問い合わせください。

生活福祉資金貸付制度のご案内生活福祉資金貸付制度のご案内

●高校・大学など就学のための教育支援資金
●予期せぬ出費等に対応するための緊急小口資金
●失業時の生活再建のための総合支援資金 などがあります。

資金の種類

【ご相談・問合せ】成田市社会福祉協議会  ☎27-7755
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成　田
土屋店

お見積り無料

受付 8：00～20：00
0120-455-035
おそうじ本舗 成田土屋店 検索

スッキリきれいで快適生活！
日頃手が回らない頑固な汚れや隠れた
汚れもしっかりクリーニングいたします。

おそうじ本舗にご相談ください

「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！

成田市宗吾3-565-1（宗吾霊堂前）

食堂 まぐろや

★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！

☎0476-33-3385
11：30〜15：00 年中無休 (ラストオーダー 14：45)

ココ
山形屋

←至京成酒々井駅

至宗吾参道駅↓

甚
兵
衛
そ
ば

↑至印西

至
成
田
↓

セブン
イレブン

宗吾
霊堂

464

〒286-0841 成田市大竹370　 FAX.0476(20)6665

☎0476(37)5277

“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

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの

サービスについて知りたい方は説明に伺いますのでお気軽にお問い合わせください。

●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 検索

スタッフ募集中！薬の飲み忘れが
無くなったら、
自分で出来る
ことが多く
なった！

「始めてみたい」
「やってみたい」
その気持ちを
大切に、あなたの
力が役立ちます。
週1日でも大丈夫です。

「始めてみたい」
「やってみたい」
その気持ちを
大切に、あなたの
力が役立ちます。
週1日でも大丈夫です。

お気軽にお問合せ下さい! 

☎0476-22-8012
成田市飯仲28-7（担当：稲村・松﨑）

シニアシェアハウス
－共同居住型住宅－

【所在地】成田市台方（麻賀多神社裏）
【家　賃】47,000円（光熱費別途13,000円）

「村楽」
そん　　らく

入居者募集入居者募集入居者募集入居者募集

毎
日
い
き
い
き
！！

毎
日
い
き
い
き
！！

安心の訪問サポート有

人
を
近
く
に

感
じ
て
い
た
い…

そ
ん
な
シ
ニ
ア
の
方

必
見
！！

老
後
の
新
し
い

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

ご
提
案
で
す
。

くつろぎのリビングに
シックに溶け込むカラー畳

成田山新勝寺御用達
畳のことなら、創業50年、
確かな技術の当店へ 
ご相談ください。

成田山新勝寺御用達
畳のことなら、創業50年、
確かな技術の当店へ 
ご相談ください。

佐合畳店
さ　　　ごう

☎0476-22-2345

この広告をお持ちの方は
畳4枚ごとに1,000円値引きいたします。
※他のサービスとの併用はできません。 ※裏返しは対象外です。

子育て応援チーパスの店
子ども部屋5％OFF‼

お子様の健康に配慮した畳表も取り扱っています。

http://www.sagou-tatami.com
佐合畳店 検索

ゆったり、のんびりの秋

TEL0476-37-5500成田デイサービスセンター

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

運営：有限会社 洛陽堂
ゆったり文化村ゆったり文化村ゆったり文化村

村のみんなで、秋をつくりました。
ゆったり、のんびりの秋

フクロ
ウ

http://www.yuttari.biz
パートさん
（看護師さん）
（厨房スタッフ）

パートさん
（看護師さん）
（厨房スタッフ）
 募集中！
お気軽にお電話
ください♪

平成30年6月1日～8月31日（敬称略・順不同）

あたたかい善意ありがとうございます

一般寄付《寄付金》

◆（有）フラワーショップサクマ　　◆静香流大栄吟詠会
◆成田市歌謡連盟　　◆榎本殖利　　◆陶郷会　　◆正木一彦
◆千葉土建八街支部成田分会

善意銀行《物品》

◆ＴＤＫ労働組合ＴＤＫ株式会社/食器、厨房用品
◆千葉県退職公務員連盟印旛支部/タオル

食品の寄付にご協力ください
　フードバンクちばでは、まだ食べることができるのに
様々な理由で廃棄されてしまう食品を企業や家庭など 
から引き取り、福祉施設や食べ物を必要としている方々
に無償で提供する取り組みをしています。ご家庭で不要な食品があれ
ばぜひご寄付をお願いします。

【問 合 せ】 成田市社会福祉協議会  ☎27-7755
暮らしサポート成田  　 ☎20-3399

【受付期間】 9月18日(火)～10月31日(水)

●穀類（お米や麺類など）　 ●菓子類、保存食品（缶詰や瓶詰など）
●飲料（アルコールを除く） ●レトルト食品・インスタント食品
●調味料各種　　　　　　 ●食用油、乾物（のりや豆など）

特に主食やおかずになるような食品を必要としています
ご注意いただきたい点
※賞味期限が明記されており、２ヶ月以上あるもの
※常温で保存が可能なもの　 ※未開封であるもの
※お米は前年度産まで

ご寄付いただきたい食品

【日　　時】11月2日（金）・15日（木）
13：30～15：30

【会　　場】保健福祉館 会議室1･2
【内　　容】傾聴ボランティアとして活動するために必要な専門知識

や技術をロールプレイを中心に学びます。
【講　　師】社会福祉法人千葉いのちの電話　研修担当職員
【募集人数】30名　　　【受講料】無料
【対　　象】傾聴ボランティアとして活動している方または今までに

傾聴の講座を受講したことがある方で全回参加できる方
【申込期間】10月1日（月）～31日（水）

成田市民優先で先着順。定員になり次第締切
【申込・問合せ】成田市社会福祉協議会ボランティアセンター 

☎27-8010

傾聴ボランティア養成講座(中級）受講者募集

　子育てのお手伝いをしたい人と子育ての手助けをして
ほしい人がお互いに助け合う会員組織です。

【援助内容】●保育園・幼稚園・児童ホーム等の送迎、
　開始時間まで、または終了後の子どもの預かり
　 ※車での送迎、病児の預かりは行いません。

●休日等、臨時的な子どもの預かり
●利用料金…1時間 700円（基本）
　 ※別途交通費がかかる場合があります

【入会説明会】会場：保健福祉館 10：00～11：00
10月2日（火）、16日（火）、11月6日（火）、20日（火）
12月4日（火）、8日（土）、18日（火）
※参加は予約制です。前日の午前中までに
　電話等でお申込み下さい。

【申込・問合せ】成田市社会福祉協議会ボランティアセンター
なりたファミリー・サポート・センター
☎27-8010

ファミリー･サポート･センター会員募集

年会費
無料
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