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ひろがっています！

子ども食堂の輪

現在、成田市内では、それぞれに特色のある子ども食堂が
4か所で開催されています。今回はその模様を紹介します。

こども食堂からべえ（加良部ショッピングセンター自習ルーム）
月に2回開催しています。
毎月第2、第4土曜日 12:00〜14:00
高校生まで無料 大人300円
「2018年7月から加良部ショッピング
センター内の自習ルームのオーナーさん
に会場を提供していただき活動してい
ます。なのはな生協や加良部地区社協を
はじめ、多くの方々に支援をいただき、会場のリフォーム、毎回の食材の提供
など、活動を支えていただき本当に助かっています。地域の方々にも浸透して
きたようで、開催を楽しみにしてくださっているリピーターの方も多く、気軽
に立ち寄って食事がとれる居場所づくりとして、これからも長く活動を続け
たいと思っています。」とボランティアの加瀬さん。
当日は12時前から子どもたちが集まっていて、工作や本を読んだり、ボラン
テ ィ ア さ ん と 遊 ん だ り、料 理 を
手 伝 う 子 も い ま し た。メ ニ ュ ー は
カ レ ー と ツ ナ サ ラ ダ と フ ル ー ツ。
2 時 間 で 80 名 以 上 の 方 が 訪 れ、
子どもたちのおかわりでご飯が
足りなくなり、追加でお米を炊いた
り す る 一 幕 も あ り ま し た。子 ど も
たちの笑い声が絶えない朗らかな
会場の雰囲気でした。

予定 7月13日、
27日・8月10日、
24日・9月14日、
28日・10月12日、
26日

子ども食堂ふれあいテラス（本三里塚第2共同利用施設）
来た人みんなが参加する子ども食堂です。
毎月第3土曜日（7、9月は第2土曜日）
10：00〜15：00
小学生まで無料 中高生100円 大人300円
本三里塚第2共同利用施設を会場に開催されて
います。
平成29年の11月からスタートし、毎回30人ぐらいの参加者が集まります。
会場を訪れると子どもたちが集まって遊んでいましたが、ボランティアさんが
声をかけると、一緒に畑にネギを取りに行ったり、テーブルに飾る花を摘んだり
していました。高齢の方もかまどの火の番をしてお釜でご飯を炊いたり、竹馬や
ポックリを作ってきてくれたり、鯉のぼりを飾ったり、みんなに何らかの役割が
ありました。
当日のメニューはマーボー丼と大根サラダ、わかめスープとお漬物。わかめ
スープは参加した子の 担当です。食事が出来 上がると、子どもたちが中心に
なって配膳をし、参加したみんなが一緒に食べます。片付けも自分たちで行い、
中学生の子が率先してお皿を洗っていました。
「学校やＰＴＡとも相談して、家庭に問題のある子たちにも声をかけています。
参加を重ねていくうちに段々と心を開いてくれて、家や学校での様子や、いろんな
ことを話してくれるような関係ができました。また、子どもから高齢者まで幅広い
年代のコミュニケーションの場になっていて、子ども食堂への参加をきっかけに、
お互いが声をかけあい見守りあうような関係
が出来たように感じます。また、運営では、多
方面の様々な方々へ協力をお願いしたことで
つながりができて、活動を続ける上でも心強
く感じています。」と、ボランティアで地区の
担当民生委員でもある小川さんが語ってくだ
さいました。

予定 7月13日・9月14日・10月19日

※8月は休み

なかだい子ども食堂（中央公民館）
平日の夜に開催されています。
毎月第3木曜日 17:00〜19：00
高校生まで無料 大人300円
平成29年5月にスタートした子ども食堂
です。
中央公民館の調理室を会場に、現在20
名のボランティアさんが3班に分かれ１月
ずつメニューを決めて食材を手配し、当日は全員で13時から調理を開始します。
多くの方や企業から食材などの提供をいただき、およそ200人分の食事を
用意していますが、それでも足りなくなるほどの人が訪れる事もあるそうです。
調理をするボランティアさんに話を伺うと、
「提供していただいた食材は、無駄
にならないよう、おいしく食べていただけるよう工夫して料理しています。自分が
作り方を知らなかった料理をお互いに教え合うことで自分の料理の腕も上がま
した。」と、やりがいを語ってくださいました。
当日のメニューはカレーとコールスローサラダ、豆腐のチーズケーキで、開始
時間の17時になると、親子連れなど多くの人でにぎわい、会場の外には大勢の方
が整理券を手に、自分の番が来るのを待っていました。
この日は210人の方がボランティアさん の 手作り
料理を楽しんでいました。
「まるでお祭りみたいだけど、
大勢の人に食べてもらって『ごちそうさま！おいしかっ
た！』と言ってもらえるとうれしいですね。」と、清々しい
表情のボランティアさんの笑顔が印象に残りました。

予定 7月18日・8月15日・9月19日・10月17日

こども食堂もりんぴあ（もりんぴあこうづ）
無農薬・有機栽培野菜を使用しています。
毎月第1土曜日 11：00〜14：00
小・中学生無料 大人300円
もりんぴあこうづを会場に開催されています。
無農薬、有機栽培の野菜を中心にした献立で、
材料は協賛いただいている方々からの提供です。
無農薬の野菜をふんだんに！
「こども たち に 安 全、安 心 な 食 事 を 食 べ て
もらいたいという思いから、昨 年11月から始めました。インスタント食 品や
お菓子で栄養が偏りがちな子や、一人でお昼を食べている子、お腹をすかせて
いるこどもたちに野菜たっぷりの温かいご飯をもりもりいっぱい、ワイワイ
楽しく食べてもらえたらと思っています。ここに来るようになって野菜を食べる
のが好きになってくれた子もいて、うれしいですね。」と代表の川端さん。
参加した子どもたちも、使った食器を洗ったり、
「おいしかった」と残さず
食べていました。川端さんのSNSの情報
を見て、はじめて訪れた方など、多くの
方が訪れていました。
「こども食堂もりんぴあボランティア
の 会」では一 緒に ボラン ティアをして
くださる方や食材
（オーガニックのものを
中心に）を提供していただける方、また、
運営資金のカンパも募集しています。

予定 7月6日・8月10日・9月7日・10月5日
子ども食堂は2012年に東京の大田区のとある食堂から始まった活動で、当初
は貧困により、食事をとれなかったり、保護者が働いていて一人で食事をとって
いる孤食問題などが浮き彫りになり、それを憂慮した人々が食事を提供し始め、
全国に広がったといわれています。
現在では、多くの子ども食堂が貧困やそれに伴う問題を前面に出さずに、
「子どもたちやその親、高齢者まで地域の人々が気軽に集まって、一緒に楽しく
食事を取れる居場所を」というコンセプトで開催されています。今回紹介した
市内の子ども食堂も、それに倣って、地域の方々に広く開放された子ども食堂を
展開しています。
今回取材して感心した事は、どの子ども食堂もアレルギーや衛生面などにも
気を付けて、抵抗力の弱い幼児や高齢者の事を考え、事故の無いよう気を配って
いました。
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なりたファミリー・サポート・センター

年会費無料

地域に広げる子育ての輪 〜あなたも協力会員として活動しませんか？〜
なりたファミリー・サポート・センターは、市内で子育てをしているお父さん・お母さんを地域で支える会員組織です。子育てのお手伝いをしてほしい人
（利用会員）と子育てのお手伝いをしたい人（協力会員）、利用と協力を兼ねる両方会員があります。できる時に、
できる範囲で、子育ての応援をしていた
だける方を募集しています。
※

❶ 利用申込み
（一週間前までにお電話で）

ファミリー・サポート・センター
コーディネーター

❻ 報告書の提出

※コーディネーターは、援助活動の連絡
相 談・会 員 募 集・研 修 会・交 流 会 の
❷ 協力会員の紹介 開催・広報活動を行います。

❷ 活動の紹介

❸ 事前打合せ（面談）

利用会員・
両方会員

❹ 援助活動
❺ 利用券の授受

※１時間…7００円（8：00〜19：00）
時間外…800円（6：00〜8：00/19：00〜22：00）

協力会員・
両方会員

※両方会員…利用会員と協力会員を兼ねた方

こんな時にご利用ください

実際に活動した事例を紹介します。

○子どもが保育所・幼稚園・小学校・児童ホームなどに通っている場合
・保護者に代わって、送迎を行います。
・開始時刻まで、または終了後に子どもを預かります。
・休日など、
臨時的に子どもを預かります。
○保護者が短時間あるいは臨時的に仕事に就く場合に子どもを預かります。
○冠婚葬祭や学校行事などの際、また、美容院や買い物など外出の際に子どもを預かります。

○朝6時30分に小学１年生を預かり、小学校
まで徒歩で送る
○利用会員宅で双子の子の離乳食と入浴のサポート
○お母さんが資格を取りに学校へ通っている間の保育園
の迎えと預かり
○保護者の仕事の間（日曜日）の預かり

入会説明会（利用会員、協力会員）… 毎月第１・３火曜日/10：00〜11：30
基礎研修会（協力会員として登録する場合は２時間の受講が義務付けられています）… 毎月第１火曜日/13：30〜15：30

協力会員の声
め

ぐろ

ファミリーサポートセンターの協力会員として活躍いただいているお二方の声をご紹介いたします。
こ

の

ぐち

ゆう こ

目黒 よし子さん（玉造在住）

野口 優子さん（はなのき台在住）

子どものことをいつも真剣に考えてくれるので、子ども達は目黒
さんが大好きです。
お母さんたちからの信頼も厚く、
とても頼り
になる協力会員さんです。

野口さんは利用会員と協力会員、
どちらの気持ちも立場も分かるので
とてもこまやかなサポートをしてくださっています。
いつも笑顔で元気な
会員さんです。

私はファミリーサポートセンターの会員になって18年になり
私は8年前に家族の転勤で静岡から成田市に引っ越してきました。
ます。
（※ファミリーサポートセンターの前身「子育てサポート隊」
上の子が3歳、下の子が4か月のときで、引っ越したばかりで周囲に
から活動。）
知り合いやなにかあった時に頼れる身内もおらず、
とても心細く不安で
私の母は他県に住んでおりなかなか思うように親孝行ができないので、成田で した。そんな時、
ファミリー・サポート・センターを知り、特になにかお願いすることは
自分のできることをしようと思って登録したのが始まりです。困ったことがあった
なかったのですが、
いざという時のために入会しました。
これでなにかの時は安心だと
ときに、誰かがほんのちょっと手助けしてくれるだけで、普通に日常生活が送れる
心強く感じたのを覚えています。
ものだと思います。早朝や休日も仕事で頑張っているお母さんたちを見かけるたび
しばらくの間は利用会員として登録していましたが、下の子が幼稚園に入園したのを
に応援したくなります。
機に
「少しでも人のお役に立てれば」
と思い、利用と協力の両方会員に登録し直しました。
私は、
自分に正直に負担のかからない範囲で活動しています。できない時は
協力会員としての活動は、
お母さんが歯医者や美容院に行っている間に2〜3歳の未就
断っていいし、素直にありのまま、
コーディネーターに相談すればいいんです。
園児や1歳未満の赤ちゃんを自宅でお預かりして見守ったり、妊娠中のお母さんのつわり
私は、朝６時半にお子さんを預かって8時になったら一緒に手を繋いで幼稚園
がひどく、身体を休めている間、利用会員宅で1歳のお子さんの面倒をみる支援などを
まで送っていく活動や、
夕方小学生を児童ホームに迎えにいってお母さんが帰って しました。
くるまで預かる活動や、
日曜や祝日に小学校低学年の子を預かる活動をして
私がお子さんを預かるときは、子どもがけがをしないで楽しく遊べるように目を離さない
います。子どもの安全には最も気を遣います。
だから変な遠慮なんかしないで ことを心掛けています。
また、
ファミリーサポートの活動で初めてお子さんを人に預ける
きちんと注意します。危ないこと、
いけないこと、挨拶、言葉遣い、
マナーなんかも
お母さんも多いので、安心して預けてもらえるようにお母さんともよくコミュニケーション
しっかり叱ります。
をとることを心がけています。
お子さんにも預かっている間は機嫌よく過ごしてもらえる
この春、幼稚園を卒園し、活動が終了した男の子がいたのですが、最後の活動の
よう、好きなことなどをお母さんに聞いておき、
むずかってきたりしたら気がそれるよう
日に私に隠れてテーブルでチラシの裏に何か書いていました。
お別れの時にそれを あやしています。
渡されたのですが、そこには「目黒さんありがとう」
と書いてあってすごくうれし
泣かれたりして、大変な時もありますが、小さい子どもを見ていると、
とてもかわいくて
かったです。
また、前に預かった事があったお子さんに道ですれ 違った時に、 私が癒されていますし、子どもの笑顔にいつも元気をもらっています。手を煩わすことの
「あ、
目黒さんだ！」
と名前を呼んでくれたりして嬉しいことがたくさんありました。 少なくなったわが子が小さかった時を思い出し、懐かしい気持ちにもなります。
自分のできる範囲のちょっとした
新米ママと一緒に子育てを再体験して、
自分が初心に返ったり、新たな発見があったり
時 間 を誰 か の ため に 役 立 てて、 楽しい活動だと思います。
お互い助け合って、
みんなが笑顔で
ご自分の子育ての手が離れた方は是非とも協力会員や両方会員になって、育児に
過ごせる思いやりのある住みよい
困っているお母さん、
お父さん方にほんのちょっとお手伝いをしていただけたらと思い
成田にしていきたいですね。
ます。

お車の安心をお約束 !

子育て応援セミナー 2019
代車
無料貸出

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。

愛車のカルテで お 車 一 台 一 台 の サ ービス

万全の整備

カ ル テ を 作 り、全 面 的 に
バックアップいたします。

修理も
おまかせ
ください！

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。

（株）
岩立モータース
☎ 0476（22）
1523

発達障害の特性を理解し、支援方法を学びましょう
【日 時】7月30日（火）10：00〜12：00 【会 場】保健福祉館 会議室1・2
【講 師】成田国際福祉専門学校 保育士学科専任講師 平山紀子氏
【内 容】発達障害とは？ 発達障害の行動特徴の理解など
【対 象】市内在住の子育て支援に関心のある方
【定 員】25名（先着順）【参加費】無料
【持ち物】筆記用具
【申込み】7月23日（火）までになりたファミリー・サポート・センターへ

詳しくはお問合せください
なりたファミリー・サポート・センター（成田市社会福祉協議会ボランティアセンター内）
【受 付】月〜金 9:00〜17：00
〒286-0017 成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館） ☎27-8010 527-1265
E-mail:nfsupport@naritashakyo.or.jp
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会員となって成田市の地域福祉を支えてください

「特別会員・特別賛助会員」
加入のお願い
今年度も社会福祉協議会では、一般会員（世帯ごと）の他、特別会員
（福祉施設・団体）および特別賛助会員（各種法人・医療機関、企業、商店、
個人等）の募集をしております。
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

※会費は何口でもお申し込みいただけます。

会費の納入方法は会費を郵便局でお振込み、または社会福祉協議会事
務局へお持ちください。振込みをご希望の場合は、振込用紙（振込手数料
無料）をお送りしますのでお問い合わせください。
（☎27-7755）

会費は主に次のような事業の財源となります

社会福祉大会の開催

●社会福祉大会開催

地区社協のグランドゴルフ大会

災害支援ボランティア養成講座

※特別会員、特別賛助会員については、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）

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・法人のみなさまに納めていただいた会費や寄付金
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30年度

決

法人運営事業
調査研究企画事業
普及宣伝事業
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談所事業
共同募金配分金事業
在宅福祉サービス事業
福祉サービス利用援助事業
社会福祉金庫設置事業
資金貸付事業
受託事業
保健福祉館管理事業
物品販売事業
次期繰越金
合
計

円

単位

単位

：

円

10,125,000
3,459,000
96,346,000
12,506,000
105,243,000
1,789,000
4,287,000
146,000
16,000
6,061,000
0
17,112,000
9,075,000
266,165,000

出

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
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
前期繰越金
合
計

97,605,946
311,351
1,227,890
17,221,984
478,206
13,221,018
11,250,720
2,546,100
1,210,000
3,086,027
68,804,457
20,303,162
629,095
9,778,111
247,674,067

247,095,000円
18,369,000円
701,000円
266,165,000円

社会福祉事業区分予算総額
公益事業区分予算総額
収益事業区分予算総額
社協予算総額
支

収
：

算

：

円

円

予

単位

単位

令和元年度

9,748,700
3,137,636
85,679,708
12,758,468
93,693,519
1,362,500
3,795,251
146,000
20,240
6,799,663
1,554,163
6,600,000
12,675,150
9,703,069
247,674,067

出

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
施設整備等補助金収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
前期繰越金
合
計

支

収
：

算

226,741,810円
20,303,162円
629,095円
247,674,067円

社会福祉事業区分決算総額
公益事業区分決算総額
収益事業区分決算総額
社協決算総額

法人運営事業
調査研究企画事業
普及宣伝事業
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談所事業
共同募金配分金事業
在宅福祉サービス事業
福祉サービス利用援助事業
社会福祉金庫設置事業
資金貸付事業
受託事業
保健福祉館管理事業
物品販売事業
次期繰越金
合
計

健康はお口のケアから！

105,038,000
735,000
1,905,000
20,465,000
648,000
13,027,000
13,432,000
2,748,000
3,973,000
3,036,000
82,088,000
18,369,000
701,000
0
266,165,000

公団・団地にお住まいで
階段の昇り降りが不安な方に

自走式階段昇降機を
導入しました。
＊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 〜 19：00
土 ・・・・・・・・・・ 10：00 〜 12：00
歯科衛生士
14：00 〜 18：00 募集しています
【休 診 日】日曜、祝日

アルバイト可 !

医療法人社団 五佑会

公津の杜あべ歯科クリニック

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

乗ったまま 利 用 が
できますのでこれまで
大変だった階段が安全
に昇降できます。
昇降の際にはヘルパ
ーが２名付き添います
ので、
さらに安心です。
※利 用 料 金 は 階 層 によって
異 なりますので、お 気 軽に
お問い合わせください。
（介護保険が適用されます）

安全・安心・親切が 私たちのモットーです
福祉タクシー
一般社団法人

ハッピーハート成田店

予約直通電話

131

輝いている
元気人 ⓭
げん

き

びと

成田おもちゃクリニック
〜治療した患者は5,000人？〜

《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・企業・個人等）

●地区社協の活動推進 ●福祉団体への助成
●ボランティア講座の開催

No.

☎080-9454-8886

【受付時間】8：00〜18：00 成田市飯仲36-21
☎0476-36-8886 5 0476-36-8564
E-MAIL：happyheart@bh.wakwak.com

成田おもちゃクリニックは平成21年9月に開催した「おもちゃ病院
ボランティア養成講座」の受講生が集まって結成されました。講師の
流山市のおもちゃ病院のドクターから接着剤の特性や半田ごてなどの
使い方、
会を運営するノウハウなどを学び、
平成22年の4月から活動を
スタートしました。
保健福祉館をはじめ、もりんぴあこうづや
三 里 塚コミュニティセンターなどを会 場に
年間約40回おもちゃクリニックを開設して
おり、その他にも様々なイベントなどにも参加
しています。
壊れている個所を丁寧に
探します
クリニックの名前の通り、おもちゃを修理
するボランティアはドクターと呼ばれ、
修理を依頼されたおもちゃには
カルテが用意され、
さながら本当の病院です。
おもちゃの修理を請け負うドクターは会社を定年などで退職された
男性が主で、現役の時は電子基板の製造、設計などに関わっていたり、
趣 味で電子工作を楽しんでいた方などが 多く、キャリアや 趣 味を
生かした男性主体のボランティア活動として成田市内では稀有な例と
言えます。
受付でどこがどんな風に壊れているのかを聞き
取って、詳細をカルテに記入してドクターに依頼し
ます。ドクターは故障個所を分解して調べ、壊れた
電子部品を交換したり回路の断線を繋ぎ直したり
して修理します。
時にはレトロな
凄腕ドクターたちにかかると、預かったその場で おもちゃの修理依頼も
故障個所と原因が判明することもあります。また絵本や図鑑などは、
破れたりバラバラになったものも修理しています。
その他にも、不要になったおもちゃなどを引き取って、修理してから
欲しい子にプレゼントする
「おもちゃのリユース活動」
も行っています。
助成金や会費などでまかなう運営費からこまごました部品などを
買いそろえてストックしてあり、それで修理できるものは無料で修理
しますが、
バッテリーなどは実費での有料修理になります。
また複雑な
チップなどの交換になると、
どうしても代替部品が調達できず、
残念な
がら修理をあきらめざるを得ないこともあるそうです。
クリニックの様子を見学すると、難しい顔でこまごまとした作業を
しているドクターがいるかたわらで、修理が終わっての動作テストで、
楽しげな電子音をにぎやかに鳴り響かせ、
「直った、直った」
とにっこり
微笑むドクターがいたりで、
とても和やかに活動していました。
ドクターたちには、直ったおもちゃを受け取る子どもの笑顔が一番
の報酬なのだそうで、
修理されたおもちゃを親子で引取に来られると、
親御さんはドクターたちにお礼を言いつつ「壊さないように大事に
遊びなさいね。
」とお子さんに言い聞かせます。ドクターは「壊れたら
また持って来てネ」
と優しく声を掛けています。
ドクターたちは、
子ども
がおもちゃで思いっきり遊ぶと、
どうしても壊れてしまうものだと理解
していて、長くお気に入りのおもちゃ
で遊んでもらえるよう活動を続けて
いるのだそうです。
成田おもちゃクリニックホームページ

治療を終えた患者たちを手に

https://naritaomocha.web.fc2.com/index.html
ホームページでは活動の予定や過去に治療
した患者の症例などを見ることができます。

自宅で簡単に髪のお手入れ

訪問 美容サービス

すずらんエステート

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♪

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

相続物件の査定
土地建物の売買

お任せ
ください！

株式会社 すずらんエステート
成田市橋賀台1-45-3 佐野田ビル1-3
☎0476-28-9126
【Eメール】info@suzuran-estate.co.jp
【ホームページ】https://www.suzuran-estate.co.jp
なり た ゆきはん

成田雪販商事
（株）代表取締役 佐野田 邦宏

成田市橋賀台1-46-1 ☎0476-27-2161

あたたかい善意ありがとうございます

「夏休みの子ども会行事」に助成金

平成31年4月1日〜令和元年 5月31日（敬称略・順不同）

皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金から、
子ども会行事へ助成を行います。

一般寄付《寄付金》 ◆成田建築工業組合連合会 ◆アナック歌謡塾
◆TDK労働組合ＴＤＫ株式会社 ◆成田市フォークダンス協会
◆榎本殖利 ◆フルーツバスケット ◆椿 茂
◆DUO竹水木チャリティーコンサート ◆成田市歌謡連盟

【助成対象】7月1日（月）〜9月1日（日）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30日（月）までに、主催者が参加者名簿と
印鑑をお持ちのうえ、お越しください。

善意銀行《物品》

◆千葉県退職公務員連盟印旛支部（タオル）

参加者募集！
参加
無料

夏休み 子 ど も ふ れ あ い サロン

【日
時】8月3日
（土）11：00〜15：00（受付時間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）
【定
員】15名（先着順）
【内
容】軽スポーツ・ゲーム
【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19日（金）まで
【申込み・問合せ】社会福祉協議会 ☎27-7755

ひきこもり家族交流会

申込不要

参加
無料

ひきこもりは、本人だけではなく家族にとっても先の見え
づらさから不安や悩みを抱え込んでしまい、課題が深刻化していく
傾向があります。暮らしサポート成田では、ご家族同士の情報共有や支え合い
の場として家族交流会を開催しています。
【日

時】 第３回
第４回

8 月26日（月）13：00〜15：30
10月28日（月）13：00〜15：30

【会 場】成田市保健福祉館
【参加対象】ひきこもりの方の家族
【問合せ】暮らしサポート成田 ☎20-3399

小さいお子様をお持ちのご家族必見！

カラー畳・和紙表

畳を替える

今！
和紙でできているから…
□汚しても安心
□飛び跳ねても安全
□大きくなるまで交換不要の耐久性
なら

お手 入れ 簡 単でダニやカビを
寄せ付けにくい「和紙畳 健やか
おもて」など子育てに便利な畳表
も取り扱っています。
さ

エアコンクリーニングで
さわやかな空気

成田市フォークダンス協会様

佐 合 畳 店 ☎0476-22-2345
佐合畳店

【対象】令和元年9月15日現在で満70歳以上の方
※詳しい内容は開催日の２ヶ月前頃にハガキなどでお知らせします。

今年も6月1日（土）に開催の豊住地区「ふれあいフェス
ティバル」を皮切りに、各地で敬老会が開催されます。各地区
の開催予定は下の表のとおりです。今年度の敬老会対象者数
は市内全体で22,617人です。各地区社協では皆様に楽しん
でいただけるようプログラムを企画しております。
懐かしい顔に会いに、芸達者な方の出し物を観に、ぜひ
敬老会にお越しください。今年の敬老祝い品は「うなりくん
もふもふ刺繍トートバッグ」です。お楽しみに
地 区
成田地区
久住地区
加良部地区
吾妻・はなのき台地区
中台地区
大利根地区
小御門地区
大須賀地区
中郷地区
遠山地区
橋賀台地区
昭栄地区
公津地区
玉造地区
八生地区

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。

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。

開催日時
9月 8 日
（日）
9 月16日
（月・祝）
9 月22日
（日）
9 月29日
（日）
10 月 5 日
（土）

10：00
10：00
10：00
10：00
10：00

下総みどり学園

10 月 5 日
（土）

10：00

大栄公民館
中郷ふるさと交流館
遠山中学校
保健福祉館
大栄公民館
西中学校
玉造中学校
八生小学校

10 月12日
（土）
10 月13日
（日）
10 月13日
（日）
10 月13日
（日）
10 月13日
（日）
10 月14日
（月・祝）
10 月20日
（日）
11 月 9 日
（土）

9：30
10：00
10：00
10：00
9：30
10：00
11：30
9：45

村の仲間募集中です！
ひまわりのような笑顔で
●介護スタッフ（パート）
いっぱいです！ 【仕事内容】
デイサービスにおける

※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。

●送迎スタッフ（パート）

お気軽にご相談ください
成 田
土屋店

0120-455-035
受付 8：00〜20：00

検索

千葉テレビで話題になったお店です！
おかげさまで5周年

の

広告募集！！
ココ

成田市社会福祉協議会

至宗吾参道駅↓

宗吾
霊堂
至成田↓

☎0476-27-7755

←至京成酒々井駅

↑至印西
464

甚兵衛そば

掲載希望は下記までお問い合わせください

【資
【時

★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！

（勤務日数はご相談に応じます）

格】普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
給】900 円

ご利用者さまと一緒に作りました

お見積り無料

セブン
イレブン 山形屋

（勤務時間、日数はご相談に応じます）

格】普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
給】900 円（別途、処遇改善加算支給）

【仕事内容】
ご利用者さまの送迎、
車の清掃など
【勤務時間】
8：00〜9：30
15：30〜17：30

「新鮮まぐろ丼」が自慢の店

（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

介護業務全般
【勤務時間】8：30〜17：30
【資
【時

おそうじ本舗 成田土屋店

うなりくん
もふもふ刺繍
トートバッグ

開催場所
（予定）
国際文化会館
久住中学校
西中学校
保健福祉館
中台中学校

見学大歓迎!!

検索

子育て応援チーパスの店

成田市歌謡連盟様

地区敬老会を開催します！ 70歳以上の方を御招待

を
カビやニオイ
徹底除去！

ごう

http://www.sagou-tatami.com

電機効率ＵＰ！ アレルギー対策にもおすすめ

TDK労働組合TDK株式会社様

運営：有限会社 洛陽堂

ゆったり文化村

成田デイサービスセンター

お気軽にお問合せ
ください♪

TEL 0476-37-5500 http://www.yuttari.biz

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

の 定期巡回・随時対応訪問介護看護 サービス

『家にいながら施設のような見守り』
安心できるサービス
●定期的な訪問
●随時の対応(電話等)
●困った時に駆けつけるサービス
●看護師が健康状態の把握や管理
お気軽にお問い合わせください。
✿提供地域がありますので、
✿サービスについて知りたい方は説明に伺います。

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

〒286-0841 成田市大竹370

FAX.0476(20)6665

☎0476(37)5277

