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成田市を強烈な台風が襲いました
9月9日未明から台風15号が千葉県を通過し、記録的な暴風雨で県内に大きな被害をもたらしまし
た。成田市内でも屋根瓦やトタン屋根などが飛ぶ被害があったり、木が倒れたりし、また停電が復旧せ
ず、
残暑も相まってつらい時間を過ごされた方も多かったことと思います。
また、10月には19号、21号の2つの台風が大雨を降らせ、各地で河川の決
壊、
土砂崩れなどの自然災害の脅威を目の当たりにすることとなりました。
市民のみなさまの中にも屋根の修理等、完了していない方もいらっしゃる
かと思います。
改めてお見舞い申し上げます。

活動いただいたボランティアの方々
写 真を掲 載させていただ
いた方の他にも多くの方々
が災害ボランティアとして
成田市で活動してください
ました。お疲れさまでした。
ありがとうございました

災害対応窓口の設置
成田市社会福祉協議会では市内で被災した家屋などの情報を聞き、災害用窓口を設け、被害に遭われた方
からニーズを集め、そのニーズに対応すべくボランティアの募集を行いました。
多数の「屋根にブルーシートを張って欲しい」
「倒れた木を撤去して欲しい」等の要望が寄せられました。
ブルーシート張りや倒木の撤去などは、高所での作業やチェーンソーなどの機材の扱いなどに危険が伴う
ため、専門職などの方の熟練した力が必要でした。
インターネットをはじめ、テレビやラジオなどメディアでもブルーシート張りの出来るボランティアの募集
を広く呼びかけたところ、
「自分のスキルが役に立つならば」と千葉県内外、遠くは愛知県、愛媛県からボラン
ティアとして成田市を訪れ活動してくださいました。
今回は災害ボランティアの活動の一部を紹介いたします。

城之内建材様より無償で土嚢
袋に入れる土をご提供いただ
き、活動に使用する土嚢を作成
しました。

雨漏りの原因となる屋根瓦の
ずれなどを修正しました。

崩れてしまった屋根の棟、屋根
の穴などはブル ーシートで覆
い、土嚢で抑えました。

倒れたり、倒れかけている木の
幹や枝を、運搬できる大きさま
でチェーンソーで切断し、被害
の拡大を防ぎました。

東日本大震災で
被災された方から
ご寄付をいただきました
東日本大震災で被災された方が、今回の災
害に対して、
「何かの役に立てて欲しい」と、
千葉県内の市町村の社会福祉協議会に、災害
ボランティア活動に必要な資材等をご寄付
いただきました。成田市にも、災害用の資機
材が不足していた時期に寄贈をいただけた
ので非常に助かりました。
「天災は忘れたころにやってくる」の言葉
通り、今回の台風で「非常事態を想定し、備え
ることの大切さ」を感じました。
成田市社会福祉協議会では、災害などの非
常事態にも、適切で迅速な対応ができるよう
取り組んで参ります。

青木 偉年

社会福祉法人
成田市社会福祉協議会

会長

の皆さまがボランティア活動
に参加しやすくなるよう
﹁傾聴
ボランティア養成講座﹂﹁初級音
訳ボランティア養成講座﹂﹁初級
手話講習﹂
等の入門養成講座を
開催しております。
その他に援助が必要な高齢
者や障がいをもつ方のための
事業に、
外出の手助けとなる
﹁移
送サービス﹂
、
日常生活の一時
的、
補助的なサービスを行う
﹁成
田おたすけ隊﹂
、
また、
外出が困
難であったり、
判断能力に不安
が残る方を支援する
﹁日常生活
自立支援事業﹂
などがあり、
子育
てのお手伝いをする
﹁なりたフ
ァミリーサポートセンター﹂
、
生
活困窮者自立支援事業の
﹁暮ら
しサポート成田﹂
では生活上の
相談や就職についてのアドバ
イスを行い、
自立に向けての手
助けをしています。
その他にも
各種貸付制度などの事業があ
り、
様々な世代の方が、
安心して
暮らせる街づくりを推進して
います。
これらの社会福協議会の事
業はすべて市民の皆さまから
いただいております会費、
個人、
団体からの寄付金、
赤い羽根共
同募金の配分金等で賄われて
おります。
本年も社会福祉協議会の事
業にご理解とご協力を宜しく
お願い致します。
職員一同、
皆さまのご期待に
お応え出来ますよう努めて参
ります。
市民の皆さまのご健勝をご
祈念申し上げ新年の挨拶とさ
せていただきます。

第23回 成田市社会福祉大会 入場
1月25日（土）開催 13：20〜16：00 無料

新年のご挨拶

新年明けましておめでとう
ございます。
皆さま方におかれましては、
夢多き新春をお迎えの事とお
慶び申し上げます。
昨年中は皆さま方のご支援
により、
数多くの福祉事業を行
う事が出来ました事を心より
御礼申し上げます。
成田市社会福祉協議会は、﹃だ
れもが安心して暮らせるふれ
あいと温もりのある福祉のま
ち、
なりた﹄
を理念として、
全て
の方が、
地域で安心して暮らせ
る社会を目指して活動してお
ります。
社会福祉協議会の活動は市
内 の地区社会福祉協議会の
協力を得て、
地域の高齢者の交
流を図る
﹁いきいきサロン﹂
や
﹁ふれあい会﹂
、
一人暮らしの高
齢者への
﹁ふれあい訪問サービ
ス﹂
などの事業を通じ、
高齢者の
孤立化の防止や認知症の予防
に努めております。
小中学生に
は
﹁福祉体験教育﹂
を行い、
障が
いをお持ちの方やお年寄りが
生活で感じる困難を自らが体
験することで、
やさしさや思い
やりの心を育んでいます。
昨年、
台風により被害を受け
られた方々にお見舞い申し上
げます。
多くの災害ボランティ
アの方々に復旧作業に当たっ
ていただきました。
現在、
ボランティアセンター
では１０４団体１６２０人、
個
人ボランティア１８０人、
合計
１８００人の方が登録され、
活
躍されております。
こうした活動を支援し、
市民
16
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【式 典】成田市社会福祉協議会会長表彰、感謝状贈呈、
小中高校福祉標語、作文コンクール入賞者表彰、
最優秀標語・作文の発表
【会場】成田市保健福祉館 多目的ホール
（成田市赤坂1-3-1） 斉藤りえさん【講 演】
「すべての人に優しい国に」 斉藤りえさん
（元筆談ホステス）
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その「困った」−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、経済的な困りごととあわせて、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。
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
□不安定な仕事で収入が少ない
□家賃が払えない
□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
□借金の返済が多く、今の収入では生活が苦しい
□悩み事があるが、どこに相談したら良いのか分からない
□家族が引きこもりがちで将来が不安
Aさんの場合

Bさんの場合

Cさんの場合

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。

B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の手続き
を行いました。

弁護士無料相談に相談し
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。

3か 月 の 家 賃 の 補 助 が 決 定 し、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。

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。

ご相談・お問合せ

暮らしサポート成田

引きこもりからの解消を
Cさんは会社勤めをしていま
し た が、過 労 に より 体 調 を
崩し自宅に引きこもるように
なりました。家族との関係も
悪くなりました。

支援員が自宅を訪問しＣさんのこれまで
の苦労や将来の不安を聞き、同じような
経験がある人達が集まるサロンを紹介
しました。

サロンに参加するようになり、仲間が
出来、家族との関係も改善しました。

【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4分
E-mail:kurashi-narita@grace.ocn.ne.jp 【交

生活福祉資金貸付制度のご案内
生活福祉資金とは、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対
して、資金の貸付と必要な相談援助を行うことで、世帯の経済的な
自立と生活の安定を図ることを目的とする制度です。
【貸付の種類】
●教育支援資金…高校、大学へ就学するために必要な費用
●福祉費…………日常生活を送る上で、一時的に必要で
あると見込まれる費用
●緊急小口資金…一時的に生計の維持が困難になった時に
貸し付ける費用など
【制度を利用するにあたっての注意事項】

フードドライブで食品寄付募集 お車の安心をお約束 !
フードバンクちばでは、千葉県内で不要
な食品等を企業や個人から無償で引き取
り、必要としている福祉施設・団体等や生
活困窮者に無償で提供するフードドライブ
という活動をしています。
成田市社会福祉協議会では、
フードバンク
ちばと連携し、市民の皆様や企業からの食品の寄付
を受け付けています。
ぜひ多くの方々にこの活動を知っていただき、
ご家庭
で余っている食品の寄付にご協力ください。
ご寄付いただきたい食品
穀類
（お米・麺類等）
、
缶詰、
レトルト食品、
インスタント食品等
主に主食やおかずになるものを募集しています。

・この制度は「貸付」の制度であり返済の義務があります。
・この資金は他制度の利用が困難な場合に貸付を行うもので、他の制度が利
用できる場合にはそちらが優先となります。
・貸付の審査、決定は千葉県社会福祉協議会が行い、貸付の種類によっては
審査に時間がかかるものもあるため、早めの相談をお願いします。

【受付期間】1月14日(火)〜2月28日(金)

その他詳細については、成田市社会福祉協議会
（☎27-7755）
までお問合せください。

【問合せ・受付場所】成田市社会福祉協議会 ☎27-7755
暮らしサポート成田
☎20-3399

健康はお口のケアから！

＊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

【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

お陰様で７周年を迎えました

自宅で簡単に髪のお手入れ

本年も地域福祉に貢献できるよう社員一同「ご利用
者様、
ご家族様の思いに傾聴し、
ご意思を尊重し」
精一杯頑張って参ります。

訪問 美容サービス

地域最安値！介護度1〜5の利用者様に朗報！
●定期的に通院
（透析・リハビリ等）
のお客様に地域
最安値でご支援いたします!!
(1Km)250円+乗降介助107円で送迎いたします。
（最低2㎞の契約となります）
●低価格でも安心のサービス
（ヘルパー有資格が対応）
●福祉タクシー券利用できます。
ご家族様の通院・お出かけ・お買い物・ご旅行など、
今、
ご利用の一般タクシーでは、
費用が嵩むと思い
の方ご相談下さい。また、車いすの方、寝たきりの
方、
もちろん歩ける方どんな方でもご利用下さい。
お問合せ、お見積りは無料ですので、連絡いただ
ければ対応いたします！

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！

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

予約直通電話

☎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

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
新 築 ・ リフォ ーム
外壁塗装おまかせください！
お見積りなど、何でもお気軽にご相談ください。

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

ライフスタイルを取り入れた住宅、
夢の住まいづくりを応援します！！
【 H P 】https://www.dai-maru.com/
【Eメール】info@daimaru-nrt.com
火災保険
代 理 店

昭和17年創業の実績

だい

株式会社 橙

まる

丸 成田店

成田市橋賀台1-45-3 佐野田ビル2F ☎0476-33-3022
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
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特別賛助会員・特別会員
ご加入ありがとうございます
特別賛助会員、特別会員として成田市社会
福祉協議会の事業、活動をご支援いただいている企業、事業主、
施設、団体、個人の皆様をご紹介いたします。
（11月末日現在）
特別賛助会員

順不同、敬称、法人等略

【10 口】シロアム会 田中稔眼科
【５ 口】成田地区遊技場防犯組合、ピーケイサイアム(有) タイ国惣菜屋台料理ゲウチャイ
【３ 口】AKSグランドハンドリング(株)、印旛食肉センター事業(協組)
【２ 口】(株)石川自動車工業、共同リサイクル(株)、(株)庭加藤、(医)柔仁会 矢野医院
【１ 口】SAT(株)、熱田農園、(株)青野企画、(株)畔蒜工務店、(有)飯田畜産、石川(株) 成田
工場、(株)石川物産、石原医院 石原 輝英、いとうこどもクリニック、伊藤・細矢
税理士法人、岩瀬建築(有)、(株)岩立モータース、印宮 昭夫、(株)エリート情報社、
司法書士 大木 直、(有)近江屋、(株)小野瀨工務店、(有)片岡清掃サービス、桂
不動産(株)、(株)川島製作所、共生建設(株)、京増内科クリニック、(株)空港アシス
トサービス、空港情報通信(株)、(医)昭文会 黒田内科診療所、郡司鉄工(株)、(株)
ケー・アイ・ピー、源清田商事(株)、高級アルコール工業(株)、(医)五佑会 公津の杜
あべ歯科クリニック、(株)江陽機械製作所、(医)国保医院、コスモ企業(株)、小竹
光代、佐々木 善春、佐藤建具店、サノヤス建機(株)、(株)サンエアカーゴサービス、
(有)サンエテック、サンヨーエアサービス(株)、(株)下田康生堂、下田康生堂製薬
(株)、(有)常総オートモーティブ、(有)新成田総合社、新邦工業(株)千葉工場、(有)
成光重機、(株)成南協心社、東勝寺 宗吾霊堂、(株)大栄建設、大徳産業(株)、(株)
高岡電機店、髙木鉄筋、多古タクシー（有）、(株)千葉化成、(協組)千葉県労務協会、
(株)中央設備、(医)つかだファミリークリニック、(有)津軽興業、東関交通(株)、
東京航空クリーニング(株)、東邦建設(株)、東洋サービス(株)、(株)戸田、(医)明江
会 鳥居内科医院、(医)中島医院、(医)木犀会 なのはなクリニック、鍋店(株)、(株)
ナリコー、成田エコハウス(株) クローバーホーム成田、(株)成田園芸、成田空港
警備(株)、成田ケーブルテレビ(株)、ナリタ合成(株)、成田国際福祉専門学校、成田
市食肉事業(協組)、(公社)成田市シルバー人材センター、(株)成田誠尽社、成田
総業(株)、成田雪販商事(株)、(有)ニチエイ、(学)日栄学園、日本ビューホテル(株)、
(資)はたや、
埴生神社 宮司 宮﨑 慶治、
(有)ひかたや第二支店、
(株)日向造園土木、
(株)ヒラノ、
(医)國手会 藤倉クリニック、
(有)藤倉商店、
(株)プラントサービス 千葉
支社、(有)プリモス、フレッシュ食品(株)、(株)北総ダクト工業、ホテル日航成田、
(株)町山製作所、(医)美修会 松岸レディスクリニック、(有)マルイ商会、(有)鰻
福亭、
(株)御門建設、(医)邦久会 美郷台整形外科、
(有)三橋哲郎商店、
(有)紫商事、
もろおか歯科矯正クリニック、(有)矢沢商事、ヤザワ物流(株)、(株)山喜、山本頼人
税理士事務所、湯嶋商事(有)、横畑 靖明、吉建運輸(株)、(税)吉友会計、米屋(株)、
米屋産業(株)、(株)和光物産商会、(医)わたなべクリニック

特別会員
【２ 口】特別養護老人ホーム 長寿園、
(社)菜の花会、
(株)エイワン 成田リハステーション
【１ 口】(株)ストライドアップ あっとリハビリデイサービス、(社)透友会 特別養護老人
ホーム 有楽苑、(社)透友会 特別養護老人ホーム 有楽苑（ユニット）、(社)大成会
かしの木園、グループホームきらら公津の杜、ケアパートナー（株）ケアパートナー
成田、(社)宗吾福祉会 公津の杜保育園、(株)ジェイライフ、(社)慈生会、就職する
なら明朗アカデミー・成田キャンパス、(社)豊立会 新町デイサービスセンター玲光
苑、(社)生活クラブ風の村 介護ステーションなりた、(医)聖母会 介護老人保健
施設 セントアンナナーシングホーム、(社)宗吾福祉会 宗吾保育園、SOMPOケア
ラヴィーレ成田、(社)大成会 大成会共同生活事業所、月かげ保育園、(特非)桃李
会、(株)トータル・ケア あゆみ、(社)下総会 特別養護老人ホーム 名木の里、
（社)
徳栄会 特別養護老人ホーム 成田苑、(社)成田山福祉財団 成田学園、(株)成美
学園 なりた翔洋学園、(特非)成田・地域でともに歩む会かたつむり、(社)大成会
成田市のぞみの園、(特非)花かご会、(社)大成会 不二学園、(社)金木犀会 特別
養護老人ホーム まきの里、(社)まごころ、(社)福祉楽団 特別養護老人ホーム 杜の
家なりた、(社)豊立会 特別養護老人ホーム 玲光苑

「会員」とは、当協議会の 事業にご 理 解いただき、財政的な支 援により
ご協力してくださる方です。
会費の納入により、年間を通じて、いつでも、どなたでも会員に加入する
ことができます。
成田市内各地での 住 民 主体による地 域 福 祉 活 動推 進のため、皆様の
ご協力をお願い申し上げます。
■年会費（１口） 一般会員・・・・・・・・・ 500円（住民・世帯単位）
特別会員・・・・・・・・5,000円（福祉施設、団体等）
特別賛助会員・・・10,000円
（企業・個人）
■会費納入先
ゆうちょ銀行・・・00190-6-778484
社会福祉法人成田市社会福祉協議会
千葉銀行・・・・・・・成田支店 普通 3636486
成田市社会福祉協議会
会長 青木偉年(ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾄｼ)
※郵便局の専用振込用紙
（手数料無料）
をご希望の場合は当協議会までご連絡ください。お送り
いたします。

【問合せ】☎0476-27-7755

No.

輝いている
元気人 ⓮
げん

き

びと

お弁当がつなぐ地域の絆
中郷ボランティアグループ

社会福祉協議会では、
市 内16 の 地 区 社 会 福
祉 協 議 会 を 通 じ て、
「独 居 高 齢 者 ふ れ あ い
訪 問 等 サ ー ビ ス 事 業」
を 行 って お り、地 域 に
お住まいの65歳以上の
ひとり暮らしの高齢者を 民生委員さんと調理ボランティアのみなさん
対象に、毎月1回、配食や食事会を実施し、地域社会とのつながり
を深めることを目的としています。
その中で中郷地区では、31年にわたり、地域の方々が 調理
ボランティアとして手作りのお弁当を作り、民生委員さんが対象
の方に手渡しして様子を伺っています。
調理するボランティアは11名が2班にわかれ、月ごとに交代
しながら調理しています。調理は昨年4月にオープンした中郷
ふるさと交流館の調理室に集まって行います。
ボランティアの方々にお話
を伺うと、メニューは皆で話
し合って決め、旬の野菜や魚、
豆、キノコ類を多く使い、普段
一人で は作 ることの 少ない
料理など、いろいろと考えて
おいしく、楽しく食べてもらう
和気あいあいとした調理の模様
ことに気を配っているそうです。
また、傷みやすい食材は使わずに、調理中にも清潔さを心掛
け、よく火を通し、食中毒には気を付けているとのこと。その他
にも、歯の弱った人にも食べやすいよう、少し軟らかめに調理
する、また塩分に気を付け、素材本来の味わいや出汁などを
使い、思いやりにあふれたお弁当となっています。包み紙には
季節のイラストや 健康についての読み 物などを添えて、受け
取った方に楽しんでいただけるように工夫していました。
お弁当が出来上がると民生委員さんが対象の方に届けます。
お家に伺うと皆さん笑顔で出迎えてくださり、民生委員さんと世
間話をしながらお弁当を受け取っていました。この時は台風の後
でしたので、話題は台風の被害はどうか、困ったことはないか、な
ど生活を気遣っていました。
対象者の方に届けられたお弁当の感想を伺うと、
「量も味付け
も見た目も文句なし。」
「売っているお弁当と見紛う程で、自分で
は作れない凝った料理など感心する。」
「メニューをノートに書い
て、自分で料理を作るときの参考にしています。」などの声が聞か
れました。
地区の方々が調理ボランティアとして
代 替わりをしながらも、連 綿と続いて
いる様子は、自分の住む地域に対する
地 元 愛と住 民 同 士 の 結 び つきの 絆 の
強さが感じられました。
これからも長く続けていただきたいと
思います。
民生委員さんが届けています。

表 彰 おめ
でとうござい
ます
おめでと
いま

「 あ い さ つ 、ふ れ あ い 、お も い や り」 を
スロ ーガ ンに

11月22日に開催されました「令和元年度
全国社会福祉大会」において、井ノ上紀三子
さん（加良部）に長年の民生委員児童委員と
しての地域への貢献に対して全国社会福祉
協議会会長表彰が授与されました。
また、成田市社会福祉協議会 青木偉年会
長も、長年の福祉に対する貢献が認められ、
厚生労働大臣表彰を授与されました。

11月14日に千葉県文化会館で開催された「第69
回千葉県社会福祉大会」において、共同募金優良団
体として中台中学校区福祉教育推進連絡会が千葉県
共同募金会会長より表彰されました。
中台中学校区福祉教育推進連絡会は、中台中学
校、中台地区社会福祉協議会、成田国際高校、向台
小学校、中台小学校で構成されており、募金活動や
あいさつ運動などで協力をいただいています。

今回表彰された
井ノ上紀三子さんと青木会長
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壇上で表彰を受ける藤崎校長

歳末たすけあい街頭募金に協力

お住まいの地域の福祉の相談役

「民生委員児童委員・主任児童委員」が変わりました。
12月１日をもって、
民生委員児童委員及び主任児童委員の改選がありました。
民生委員は児童委員も兼ね、
地域の福祉増進を図るため、
福祉相談や福祉行政への
協力活動を行っています。
主任児童委員は、
民生委員、
市役所学校などと連携し、
児童についての相談などの
活動を行っています。
お住まいの地区の民生委員児童委員については、
「広報なりた12月15日号」
をご参
照ください。

成田市社会福祉協議会 非常勤職員
（移送サービスドライバー）募集！

介護保険制度の認定を受けている方や障害者手帳を持っている方で、
歩行が
困難なため公共交通機関の利用が難しい方を医療機関等に送迎する仕事です。
【募集人員】若干名 【時
給】1,010円
（交通費別途支給）
【資
格】65歳未満で普通免許所持者かつ過去2年間に免許停止
処分を受けてない方。
（2種免許所持なお可）
【勤務時間】月曜日から土曜日の8：30〜17：00の数時間
【応募方法】履歴書
（写真添付）
を下記へ郵送、
またはご持参ください。
〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 成田市社会福祉協議会
【問合せ】
ボランティアセンター ☎0476-27-8010
（月〜金9：00〜17：00）

ファミリーサポートセンター入会説明会＆基礎研修会
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）
が会員となり、
地域で助け合う有償サービスです。
協力会員の方には
活動を始める前に基礎研修会の受講が必要となります。
会場
下記の日程で入会説明会・基礎研修会を開催いたします。 保健福祉館
●入会説明会（毎月第1・第3火曜日）10：00〜11：00
1月7日、21日、2月4日、18日、29日（土曜日）、3月3日、17日
●基礎研修会（毎月第1火曜日）13：00〜16：00
1月7日、2月4日、3月3日

子育て応援セミナー

子どもと一緒に楽しむ実技を学ぼう！

【日
時】2月17日（月） 10：00〜12：00
【会
場】保健福祉館 会議室1･2
【内
容】パステルアートの描き方
【講
師】日本パステルホープアート協会 インストラクター 日高恵美子氏
【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
【申込期間】１月15日（水）〜 2月10日（月）

成 田 市 ボラ
ン ティア連 絡
協 議 会 で は、
市内で活 動し
ているボラン
ティア（個 人・
グループ）が日
頃、行っている活動の展示や体験発
表などを通じて、ボランティア同士
が交流の機会を作る、
「ボランティア
のつどい」を開催します。ボランティ
ア活動に興味のある方など、どなた
でも参加できます、お気軽にお越し
ください。参加は無料です。

【日時】2月22日（土）
13：00〜16：00
【会場】保健福祉会館 多目的ホール

令平元年9月1日〜11月3 0日（敬称略・順不同）
一般寄付《寄付金》
◆榎本殖利 ◆成田市医師団 ◆成田グリーンライオンズクラブ
◆吉原知良 ◆アマチュアダンス指導員協会東支部 ◆ぱんじいの会
◆ナリコーセレモニーチャリティーカルチャースクール参加者一同
◆かわり江戸組紐
◆橋賀台小学校PTAバザー
◆連合千葉 成田・佐倉地域協議会
◆作田義美 ◆成田商工会議所女性会

一般寄付《物品》

お申し込み・お問い合わせは

経済格差や地域の繋がりの希薄化による孤立など、
様々な要因によって悩み
や不安を持っている方が増えています。
生きづらさを抱えた人々を支え、
応援する
サポーターを養成します。
【日時】3月2日
（月）14：00〜16：30 9日
（月）13：15〜16：45
【会場】保健福祉館 【定員】20名
（市民優先 ※申し込み多数の場合は抽選）
【申込締切】2月26日
（水）

お申し込み・お問い合わせは

ケーズ
パチンコMG M デンキ
イオンP
D2 イオン

●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。

←至栄町

空港通り

風の村なりた スタッフ募集中

至空港→

☎ 0476-22-3082

100円割引

ボランティアセンター ☎27-8010

家にいながら
施設のような見守り

しゃれ床サンスカイ

この広告
ご持参の方

定員40名

の 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 サービス

1,900 円（税込）

ガリバー

定員20名

発達障がいをもつ人達の特性を理解し、
支援するボランティアを養成します。
【日時】3月27日
（金）13：30〜17：00
【会場】保健福祉館 【定員】40名
（市民優先）
【申込期間】2月17日
（月）
〜3月19日
（木）

中学生…

キッズスペース完備！

成田市社会福祉協議会 ☎27-7755

■生きづらさを抱えた方を応援するサポーター養成講座

2,200円（税込）

ココ

定員20名

ピアとは「仲間」
。同じような病気や障がいを持つ人同士が助け合うことを
「ピア・サポート」
と言います。
自身の経験を活かし、
同じような境遇に直面し、
悩んでいる人達に対して、
仲間
の立場から支援する
「ピアサポーター」
として活動する方を養成します。
精神保健福祉に関心のある方など、
どなたでも受講できます。
【日時】2月15日
（土）13：30〜17：00
（公開講座を含む）
3月7日
（土）
、
14日
（土）
、
15日
（日）13：30〜16：45
【会場】保健福祉館 【定員】20名
（市民優先 ※申し込み多数の場合は抽選）
【申込締切】各開催日1週間前の金曜日

大人（男性）

成田市ウイング土屋262
9：00〜18：30
（年中無休）

ナリコーセレモニーチャリティー
カルチャースクール参加者一同様

■精神障がい者ピア・サポーター養成講座

カット＋シャンプー＋
シェイプ＋セット

理容室

成田グリーン
ライオンズクラブ様

◆大川勝紀（災害用物資）

■発達障がい者支援ボランティア養成講座

【問合せ】
なりたファミリーサポートセンター ☎0476-27-8010

成田市
ボランティアのつどい

あたたかい善意ありがとうございます

〒286-0841 成田市大竹370

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。

FAX.0476(20)6665

☎0476(37)5277

有効期限
2020.2.29迄

あけまして
おめでとうござ います

村の仲間募集中です！
●介護スタッフ（パート）

利用者さんとスタッフで製作しました

【仕事内容】
デイサービスにおける
介護業務全般
【勤務時間】8：30〜17：30
【資
【時

（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】950 円（別途、処遇改善加算支給）

●送迎スタッフ（パート）

【仕事内容】
ご利用者さまの送迎
業務
【勤務時間】
8：00〜10：00
15：45〜18：00

おそうじ本舗にご相談ください
成 田
土屋店

今年も合言葉は ゆったり

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

運営：有限会社 洛陽堂

【資
【時

（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】950 円

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

イオンスタイル成田前 ミニストップ脇

成 田 市土 屋 字 山ノ﨑712-2

