
令和元年度実績額
9,193,824円
令和元年度実績額
9,193,824円

障がいを持つ方への事業　事業費 535,477円
●「心身障がい児者招待事業」として、ディズニーランドへ52名の方を招待しました。
●夏休みに障がいを持つ子どもたちと一緒に軽スポーツを楽しむ「夏休み子どもふれあいサロン」を開催しました。
●精神障がいを持つ方々が集い、話し合いや調理などを通じて仲間づくりや気分転換を図る「憩いのサロン」
を開催しています。
●精神の病気を抱えた方が同様の病気を持っている方を支える「ピアサポーター養成講座」を開催しています。

　赤い羽根共同募金運動は、高齢者や障がい者、子どもたちを支援するさま  
ざまな福祉活動や、災害時の支援に役立てられます。
　共同募金運動の期間は令和2年10月1日から令和3年3月31日までの6か月
間で、全国一斉に行われます。
　昨年度、市民の皆様からお寄せいただいた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
対策費など地域福祉の推進、福祉団体の育成や援助といった大きな役割を   
担っています。　
　また、令和元年度募金実績の前年度比伸び率などが評価され、成田市支会が
千葉県共同募金会の「優良支会」（共同募金活動が最も優秀で、他の模範となる
支会）として表彰されました。皆様の多大なご協力に大変感謝申し上げます。

子どもたち、高齢の方への事業　事業費 271,765円
●子ども会の夏季行事に対して、参加した小学生1名につき、200円を助成しています。
元年度は47団体へ助成を行いました。

●シルバーいきいき作品展などに活用されています。

　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寄付は、準要保護世帯の児
童が学用品などを購入する際の補助、養護施設や障がい児施設に
入所している児童や養護老人ホームに入所している高齢者への見
舞金、また市内の民間福祉施設、地区社会福祉協議会が行う事業費
の一部として配分され、活用されています。

歳末たすけあい募金（１２月１日～１２月３１日）
令和元年度実績額…6,132,825円

　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金につきましては、街頭で
行う募金、職場や学校で行う募金の他に自治会・町内会を通じて 
お願いしている戸別募金があります。
　市民の皆様一人ひとりのやさしさが住み良い地域づくりにつな
がります。ご理解とご協力をお願いいたします。

JR、京成成田駅周辺での街頭募金活動。
成田国際高校、中台中学校、中台地区社会福祉協議会の方々にご協力いただきました。

令和元年度事業費 5,234,660円
準要保護児童見舞金（759名）
地区社会福祉協議会配分金（16地区）
市内民間福祉施設配分金（88施設）
児童養護施設入所児童見舞金（30名）
養護老人ホーム入所者見舞金（3名）

2,277,000円
1,800,000円
　893,660円
　240,000円
　  24,000円

赤い羽根共同募金が始まります赤い羽根共同募金が始まります

成田市社会福祉協議会事務局窓口で  
一定額以上ご寄付いただいた方にクリア
ファイルを１枚差し上げます。

●10月1日～「初音ミク」
●10月下旬～「鬼滅の刃」

市民の皆様への事業　事業費 6,339,758円
●市民の参加と協力を得て、高齢者や障がいを持つ方の掃除や買物、食事の支度などの家事援助サービス「成田おたすけ隊」を行っています。
　コーディネーターが相談を受け、支援する協力会員を派遣しています。
●ボランティアグループが行う活動を支援するために、助成金を交付しています。また、ボランティア育成のための養成講座を開催しています。
●ひきこもりの方が安心して集える場所として「ひきこもりほっとサロン」を開催し、居場所を提供しています。　　　　　
●火災や台風などで被災された方へ見舞金をお届けしています。
●戦没者追悼式、戦没者慰霊祭、新盆精霊等流灯会（灯篭流し）などの献花や供物に使われています。
●広報紙「福祉なりた」を年に4回発行し、新聞折込みで、福祉に関する情報を皆様にお届けしています。

令和元年度の実施事業 　事業費 7,147,000円
ボーイスカウト成田第一団の方々のご協力のもと、
JR、京成成田駅周辺等で街頭募金を行いました。

※数には限りがございます

■令和2年10月1日発行
発行╱社会福祉法人  成田市社会福祉協議会
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成田市社会福祉協議会だより
URL http://www.naritashakyo.or.jp/
Eメール office@naritashakyo.or.jp

ホームページ╱メールアドレス

https://www.facebook.com/
naritashishakyo/

フェイスブック

事　務　局
〒286-0017  千葉県成田市赤坂1-3-1

（成田市保健福祉館内）
TEL 0476-27-7755
FAX 0476-27-1263



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

14：00～19：00
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!

　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）

予約直通電話 ☎080-9454-8886

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

【受付時間】8：00～18：00   成田市飯仲36-21
☎0476-36-8886   50476-36-8564
E-MAIL：happyheart@bh.wakwak.com

ハッピーハート成田店

自走式階段昇降機を
導入しました。
自走式階段昇降機を
導入しました。

　公団・団地にお住まいで
　　階段の昇り降りが不安な方に

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

つ　 じ　 わ　 け　 そ　 ろ　 ば　 ん
日本商工会議所
日本珠算連盟加盟

幼児・低学年を対象に
体験入学を実施しております。
お気軽においでください。

火曜・金曜 直接教室にお越しください。
【１部】4：00～5：10
【２部】5：15～6：25
【３部】6：30～7：40

生徒募集 !!
そろばん・あんざん
楽しく学んじゃお♪
そろばん・あんざん
楽しく学んじゃお♪

体験して
みませんか？

橋賀台教室 成田市橋賀台1-45-4 佐野田ビル3F

そろばんは、幼いころから学ぶことで
暗算に役立つ「あたまに浮かぶそろばん」を
養うことができます。

そろばん・あんざんの指導はぜひ当学院で!

わが子の
成果に
びっくり！

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♪

移送サービスのご案内移送サービスのご案内移送サービスのご案内移送サービスのご案内
　移送サービスは、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方、または身体障害者手帳
や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、一人での外出が困難な在宅の方
が利用できる外出支援サービスです。
　車いすに乗ったまま利用できる福祉車両等６台で運行しています。
　主な利用目的は医療機関や介護施設への通院や通所、銀行や郵便局、官公庁などへの事務
手続きとなります。買い物や娯楽を目的とした利用はできません。
　移送サービスを利用できる時間帯は、月曜日～土曜日の午前８時45分～午後４時30分
まで、日曜、祝祭日、年末年始は運休となります。
　また、台風・大雨・降雪などの荒天の場合は運行を中止する場合があります。

　成田市社会福祉協議会及び暮らしサポート成田では、
ご家庭や企業から食品のご寄付をいただいております。
　いただいた食品は、市内の生活に困窮している方へ提供
されるほか、『フードバンクちば(ワーカーズコープちば)』と連携し、県内
の相談機関などを経由して、同様に食品を必要としている方々の元へ
送られます。（第25回フードドライブは９月14日（月）～10月30日（金）に
開催されます。）
　暮らしサポート成田では「明日食べるものがない」、「一時的にお金が
なくて、翌月の給与が入るまで食品が買えない」といった逼迫した相談が
多く、支援を必要としている方が増えている一方で、提供できる食品が
不足しています。
　皆様のご家庭でご寄付いただける食品があれば、ご協力をお願いします。

※生活困窮の支援として、「ガスが止まってしまって調理ができない」「お湯が沸かせなくて困っ
ている」「電気が止まってしまった」という方も多いため、ご家庭で不要となった電気ケトル
やポット、カセットコンロ、懐中電灯の寄付も募集しています。

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

※ご注意いただきたい点
○賞味期限が明記されており、２か月以上あるもの
○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食品の寄付にご協力ください

　申請は利用されるご本人、ご家族、ケアマネージャーなどが利用を希望される方の身体状況や生活状況など必要事項
を登録申込書にご記入の上、ボランティアセンターにお持ちください。
　申込書は保健福祉館内のボランティアセンター窓口で配布しております。また、社会福祉協議会のホームページ
（http://www.naritashakyo.or.jp/pdf/isou.pdf）からもダウンロードできます。

登録申込

　年会費は１年間分（４月～翌年３月）で2,400円です。ただし、10月以降から翌年３月までの間に
新たに会員登録された方は半期分の1,200円となります。

年 会 費

　利用の際は電話で利用日と自宅及び目的地からの送迎時間を予約してください。予約受付は利用日
の２週間前から３日前まで、時間は午前９時から午後３時までとなります。
　先着順での配車予約となりますので、予約の電話が殺到して電話がつながりにくい場合や、利用を
希望する時間が埋まってしまう場合がございます。
　その他、ご利用に際しての詳しい利用料・予約などについては、成田市ボランティアセンターへお問
い合わせください。

予 　 約

　登録申込書が提出されると、担当職員が利用希望者宅に訪問しご本人と面接して、利用方法
の詳細などを説明します。また、利用者宅や周辺等が自動車の駐車や乗降時の安全確保に支障
がないかを調査します。その後、利用許可決定が出たのちに年会費を納入後から会員登録とな
り、移送サービスを利用いただけます。なお、会員登録は毎年4月に更新となります。

訪問調査
会員登録

ご利用までの流れ 移送サービスは会員制であらかじめ会員登録が必要です。

【問合せ先】
成田市ボランティアセンター ☎27-8010 527-1265

●穀類（お米や麺類など）
●保存食品（缶詰や瓶詰など）
●レトルト食品・インスタント食品 
●乾物（のりや豆など）

●菓子類
●飲料（アルコールを除く）
●調味料各種・食用油

カップ麺やレトルト食品や缶詰など、調理が簡
単ですぐに食べられる食品の需要が多いです
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　人は誰でも、知り合いなどには言えない
ような心配ごとや悩みごとがあるかと思い
ます。
　自分のことや家族のことなど、悩みがあれば、ぜひ
ご相談ください。
　地域の民生委員がお話を伺います。悩みを解決する
糸口になるかもしれません。

【場　　所】・保健福祉館（毎週木曜日）
・下総地域福祉センター（第２金曜日）
・大栄支所（第３金曜日）

【開催時間】13：00～16：00
※下総地域福祉センター、大栄支所は予約
制です。各開催日の４日前までにお申し込
みください。

【申込・問合せ先】成田市社会福祉協議会☎27-7755

げん　　  き　    びと

輝いている元気人 15輝いている元気人 15輝いている元気人 15輝いている元気人 15 ラララ花水木・マダム工房
北嶋恵子さん

　北嶋恵子さんは「自分が心から楽しんでやっていると楽しく元気になってもらえるはず」と多くの方に声を掛け合って、
様々な活動を続けています。 ボランティアグループ「ラララ花水木」の活動「ラララ歌フェ」、スコップ三味線「めごっこ＆あねさま」、またボンベル
タ成田での手作り作品イベント「フルーツバスケット」について活動をご紹介します。  　

◎ラララ花水木の「ラララ歌フェ」
　平成12年に玉造でお教室やお食事ができる小さなお店「マダム工房」を開き、
そこでたくさんの素晴らしい出会いがありました。その後、平成20年に音楽好きの
仲間５人が集まり、マダム工房を会場にして近所のお年寄りや友達を集め、
ピアノ演奏で一緒に歌う会を始めました。それがラララ歌フェの始まりです。
年に４回音楽療法を取り入れ、５人の仲間もピアノ、オカリナ、朗読、津軽弁、体操な
ど得意分野を研鑽し、楽しみに待ち望んでくださるラララ歌フェになりました。平成
24年に成田市保健福祉館多目的ホールへ会場を変えてからは毎回100名もの方が
参加くださる大きなイベントになりました。プログラムや歌詞集なども用意し、正面の
スクリーンに投影させ、前を向いて大きな声で歌えるように改善して内容の充実を図
りました。
　コロナ禍でしばらくはラララ歌フェを開催できませんが、充電の時と捉え、再開できる時にはお腹の底から大きな
声で歌い笑い、より一層楽しく元気になれる一回り大きくなったラララ歌フェを行いたいと思います。

◎スコップ三味線「めごっこ＆あねさま」
　テレビでスコップ三味線を見て「これは面白い！」と平成27年にラララ花水木のリーダーである渕田さんと
青森のスコップ三味線家元を訪ね、習得して来ました。10名ほどのメンバーが集い、マダム工房で練習を始めました
が手狭になり、赤坂ふれあいセンターで「スコップ三味線めごっこ」というサークルを立ち上げ、現在は月に２回
練習しています。もともと音符もないフェイクミュージック、CDに合わせてスコップを栓抜きでたたき、かけ声や
動きを入れ、見てくださる方がいかに喜んでくださるかを考え工夫しています。
　地域の敬老会や老人ホームのボランティアでオファーがあればどこにでも伺います。昨年まではメンバーの
ふるさと「松代冬の陣」という新潟の雪まつりに招待され、プロが歌う大きな雪舞台に立ち、元気にスコップを
叩き、大声援を受けてきました。
　練習時間も少なく技術的には稚拙ですが、足りないところは真っ赤な法被と笑顔で補い、心から楽しく元気よく
【ベンベケベン♪！】と演奏すると皆さんも大変喜んでくださいます。

◎フルーツバスケットは今年で30周年を迎えました
　フルーツバスケットはハンドメイドが好きなママ友６人が団地の集会所を借り、手作り品の展示販売会を開い
たことが始まりです。
　その後ボンベルタがオープンし、３階美術サロンを広く知ってもらうイベントを依頼され、その後も引き続き
年２回開催してきました。
　途中で会場を移したこともありましたが、ボンベルタ側のオファーとサポートがあり、大きな催事場で年１回
開催できるようになりました。地元に密着し、知名度も上がり、手作り好きの多くの方が待ち望んでくださるイベ
ントになりました。

　参加メンバーは40代から最高齢は82歳の40数名。このような活動が続けてい
けるのも皆様のお陰という気持ちで当初から売上の一部を寄付させていただいています。

　今年のフルーツバスケットは10月22日(木)～27日(火)の６日間 、ボンベルタ成田１階特設会場にて開催いたしま
す。今回は規模を小さくし、講習会や飲食スペースは無し、三密を避け万全のコロナ対策をした上で開催します。 30周
年の歴史が途切れることのないよう来年に繋げたいと思い、フルーツバスケットでしか出会えない素敵な作品を用意
し、皆さまのお越しをお待ちしています。

フル ーツ
バスケット

ブログ
https://fruitsbask.
exblog.jp/

フェイスブック
https://ja-jp.facebook.com/
fruitsbasket2031

インスタグラム
https://www.instagram.com/explore/
tags/フルーツバスケット成田ボンベルタ/

 きたじま   けい  こ

北嶋 恵子さん

ラララ歌フェを楽しむ皆さん

会場の皆さんとご一緒に

メンバーの皆さん

力作が勢ぞろい

心配ごと相談心配ごと相談あたたかい善意ありがとうございます

日本航空株式会社様 ユナイテッド航空会社様

一般寄付《寄付金》

◆榎本殖利
◆正木一彦
◆作田義美
◆N.Nフィットネス

一般寄付《物品》

◆岡村紀道（カップラーメン620個）
◆舩津成之（碁盤、碁石）
◆退職公務員連盟印旛支部（タオル77本）
◆日本航空株式会社（菓子800袋、レトルト食品630食）
◆ユナイテッド航空会社（総菜24箱と348袋、飲料49本、菓子1箱と639袋）

令和2年6月1日～令和2年9月11日（敬称略・順不同）

相談
無料

～抱え込まずに相談してみませんか～
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理容室しゃれ床サンスカイ

キッズスペースも完備！

☎0476-22-3082

【住　所】
成田市ウイング土屋262
【営業時間】
9：00～18：20
（年中無休） セブン

イレブン

パチンコMGM
ケーズ
デンキ

←至栄町

至空港→

イオンP

イオンD2

ココ

癒しのサロンでおくつろぎ
ください。

この広告
ご持参の方

有効期限
2020.11.30迄100円割引100円割引

カット＋シャンプー
　　　＋シェイプ＋セット

中学生…1,900円（税込）
2,200円大　人

（男性）

税込

TEL0476-37-5500成田デイサービスセンター

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
http://www.yuttari.biz

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

 お気軽にお問合せ
ください♪

 お気軽にお問合せ
ください♪

●介護スタッフ
　（契約社員・パート）
【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
（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）
【給　　与】
月給：170,000円～（契約社員）
時給：950円（パートタイマー）
　　　（別途 処遇改善加算支給）

村の仲間募集中です！自然とのふれあい
　　ゆったりの秋
自然とのふれあい
　　ゆったりの秋

〒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』
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

✿提供地域がありますので、お気軽にお問い合わせください。
✿サービスについて知りたい方は説明に伺います。
✿提供地域がありますので、お気軽にお問い合わせください。
✿サービスについて知りたい方は説明に伺います。

●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

●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

風の村なりた スタッフ募集中

なりたファミリー･サポート･センター
入会説明会＆基礎研修会

＜申込・問合せ先＞なりたファミリー・サポート・センター
（成田市ボランティアセンター内）

☎0476-27-8010

ボランティア養成講座
　核家族や一人暮らしの高齢者等が増加する昨今、社会とのつながりを
保つ居場所が注目されています。子どもからお年寄りまで安心して暮らし
活躍できる地域社会づくりの一環として、担い手養成講座を開催します。

【募集人員】18名（成田市民優先、先着順）
【受 講 料】無料
【会　　場】成田市保健福祉館（会議室1・2）
【申込期間】10月15日(木)～11月20日（金）
　　　　（平日）月～金 10：00～17：00

令和2年11月27日（金）13：30～16：30
「人生100年時代に備えた助け合いの地域づくり」「居場所づくりの心得」
講師　國生 美南子 氏（さわやか福祉財団インストラクター）

1
日
目

令和2年12月4日（金）10：00～12：00
「寄り添いこころが通い合う話の聴き方」
講師　井上 幸子 氏（成田市南部地域包括支援センター管理者）
「地域がつながる子ども食堂の実際」
講師　小川 京子 氏（子供食堂ふれあいテラス代表）

2
日
目

居場所（集いの場）づくり
地域住民による地域住民のための居場所をつくってみませんか？

＜申込・問合せ先＞成田市ボランティアセンター
☎0476-27-8010

【入会説明会】
10月6日（火）、20日（火）、11月17日（火）
12月1日（火）、15日（火）、19日（土）
10：00～11：00

【基礎研修会】
※協力会員または両方会員希望の方が対象です。
　まずは入会説明会を受けていただく必要があります。

10月6日（火）、11月17日（火）、12月15日（火）
13：30～15：30

　なりたファミリー・サポート・センターでは、新型コロナウイルス
感染症の感染防止のため中止していた入会説明会・基礎研修会を
８月から再開しました。
　会場では座席の間隔を十分に空け、適切な換気、手指消毒を徹
底しております。参加をご希望の方は前日の午前中までにお申し込
みください。
※当日はコロナウイルスの飛沫感染防止のためマスクの着用をお願いします。
　また、受付の際に非接触型体温測定器にて検温させて頂きます。ご了承ください。

　10月17日（土）、18日（日）の両日に成田市保健福祉館にて開催を予定しておりました「第19回成田市健康・
福祉まつり」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止を決定いたしました。

参加対象：居場所づくりに関心がある方、地域のボラ
　　　　 ンティア活動や元気づくりに関心がある方、
　　　　  虚弱や認知症の人を支えたい方、居場所の
　　　　  提供を考えている方 など

「第19回成田市健康・福祉まつり」開催中止のお知らせ
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