


赤十字活動資金にご協力いただいた法人・団体・事業主様（敬称略・五十音順）
阿井建設㈱、㈱アイポップ、㈱アイワ警備保障、㈲アリイブ･モア、㈲アルファ工業、市原ゴム㈲、縁、㈲岡澤工業所、
岡澤鉄工所、㈲お食事処おだか、ガトータナベ、  (宗) 歓喜寺、くが歯科医院、弘行寺、県南畜産処理事業協同組合、 
 (宗) 光福寺、㈱榊工業、さぬきファーム㈱、㈱三陽測量設計、  (医) 社団創正会睦沢歯科医院、成就院、常徳寺、信和工業㈱、
寿し処たなか、ソシアル美容室、長生農業協同組合睦沢支所、㈲つどいの郷むつざわ、トビシゲ建設㈱、㈲中村住宅設備、
㈲ニシムラ睦沢工場、日開テンネンブロック㈱、日本フォトケミカル㈱、日本郵便㈱睦沢郵便局、㈱ハイレックス関東睦沢工場、
はじめの一歩、㈲長谷川設備、㈲原田土木、フードプラザハヤシ睦沢店、パンドナル、㈱フルサポート保険サービス、
㈱松嵜組、マフビューティーパーラー、㈱瑞江サポートサービス、妙楽寺、睦沢マイカーセンター、明和プラスト㈱、
ユニオン製図㈲、㈲よねくら造園
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ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た

令和元年度　赤十字活動資金

社会福祉協議会会費 

総額 852,100円

皆様から納入いただいた会費は、高齢者、障害者、子どもたちなどすべての住民がいきいきと暮らすことのできる
「福祉のまちづくり」をすすめる貴重な財源になります。

【会費を財源としている事業】

法 人 運 営 事 業：広報活動、理事会・評議員会の運営等
地 域 福 祉 事 業：地区社会福祉協議会への助成（ふれあいサロン、世代間交流「夕涼み会」、睦沢小との

ふれあい交流会等）
　　　　　　　　　  車いす対応の車や介護ベッド等の維持管理費、結婚 50 周年　等
ボランティア活動事業：ボランティアの相談・コーディネート、ボランティア保険加入における補助

赤十字活動資金へのご協力ありがとうございます
ご協力いただいた資金は日本赤十字社に送金し、国内外の災害
や世界各国の戦争などで苦しんでいる人々の救援活動費に使われま
す。また、睦沢町分区に交付される活動資金は、災害時見舞金、
救護資材費、講習会の開催、ボランティア活動等に使われています。

「パパママ安全教室」　(むつざわ福祉交流センター 2019.7.27)

■法人・団体・事業主様より（４８件）
       ２６７，０００円
■一般住民の皆様より（１７０３戸）
                                 ８５０，９００円

総額　１，１１７，９００円
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町社協へのご寄附ありがとうございました

赤い羽根共同募金　（運動期間10月～12月）

～皆様からいただいた募金はボランティア活動を含む

                             身近な地域の様々な福祉活動を支えています～

募金期間中は町公共施設等に募金箱を設置しますので、地域の小さな一歩を支える運動に、
今年も皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金は、募金額の３０％が千葉県内の施設への助成や大規模災害のための積立
金、災害見舞金として使用されています。また、残りの７０％が募金した町の社会福祉協議会に
配分されます。
本町では、福祉団体・施設への助成や社会福祉協議会で開催されている「地域福祉交流会」

などに活用しています。

令和元年８月豪雨災害義援金を受け付けています

東日本大震災義援金

平成28年熊本地震災害義援金

平成29年 7月 5日からの大雨災害義援金

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

中東人道危機救援金

2020年 3月 31日まで

2020年 3月 31日まで

2020年 3月 31日まで

2019年 9月 30日まで

2020年 3月 31日まで

（６月１日～８月３１日）敬省略

この善意は、町の社会福祉増進のため、大切に使わせていただきます。

●町体育協会ゴルフ部 30,000 円 ●茂原法人会睦沢支部 19,004 円
●介護タクシー山桜 5,000 円 ●中村　基明 1,944 円
●匿名 タオル 25 本 ●みんなの広場フリーマーケット 15,379 円

名　　　　称 受　付　期　間
（9月 3日現在）

令和元年８月の前線に伴う大雨災害により、佐賀県に甚大な被害が出ました。
この災害で被災された方 を々支援するため、義援金を受け付けています。
社会福祉協議会窓口、役場、公民館、ほか町内でご協力いただいている店舗等に募金箱を設置していますので、
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
お寄せいただいた義援金は、共同募金会ならびに日本赤十字社を通じて全額を被災地にお届けいたします。
なお、以下の義援金・救援金は社会福祉協議会窓口のみで受付中です。



瑞沢地区社会福祉協議会の活動
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地 域 ふ く し 交 流 会

社会福祉協議会では、６５歳以上の方を対

象に、閉じこもりを予防し地域交流の機会にな

るよう「地域ふくし交流会」を開催しています。

自宅付近からバス送迎が利用できます。月ごと

の申込制ですので、興味のある会だけの参加も

可能です。どうぞお気軽にご参加ください。

●会　　場　むつざわ福祉交流センター

●日　　時　年間の開催予定は右記のとおり
　　　　　　１０：００～１４：００

●昼　　食　調理ボランティアさんの作るお弁当を
提供します

●参 加 費　通常６００円
外出時１，５００円
（内容により変更有）

●定　　員　３５名

●申　　込　開催月の１日から電話でお申し込みく
ださい（☎４４－２５１４）

▼

いざという時に役立つ
　消防講話（７月）

▼

牛乳パックでデコパージュの
　作品作り（６月）

ペタンク大会

秋のリース作り

３Ｂ体操　介護予防

フラワーアレンジメント

外出事業（県内）

むつざわの伝統芸能体験

１０月２３日（水）

１１月２６日（火）

※１２月１９（木）

※１月２１日（火）

※２月２１日（金）

※３月１８日（水）

８月 17日（土）にｋｉｔみずさわで世代間交流「夕涼み会」を開
催しました。地域にお住まいの方や他地区のお友達など総勢
180 名の方が参加されました。
今年は妙楽寺ぜんぜんご保存会の皆さんによる郷土芸能

「ぜんぜんご」の披露から始まり、町の折り紙サークルや日赤
地域奉仕団によるワークショップでは、折り紙で作るお花やトント
ン相撲、タオルで犬のぬいぐるみなどを子どもから大人まで様々
な世代の方が楽しそうに作る姿が見られました。また、青少年
相談員の皆さんや更生保護女性会、子ども会のご協力をいた
だき、昔ながらの遊びを楽しんだり、町障害者福祉会の方 と々
のフライングディスク等、手取り足取りコツを教わりながら楽しい
ひと時を過ごしました。

《夕涼み会へのご協賛ありがとうございました》
　　大上区、佐貫区、妙楽寺区（敬称略・順不同）

あなたも参加して
みませんか

予定している内容 開催予定日

※印は３か月前に開催日が確定します。
　変更する場合がありますのでお問い合わせください。
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2019 年 10月号　社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会

むつざわ

支え合い通信 生活支援コーディネーター
池田 直美（社協職員）

　ちょっとした手助けが必要になって
も、誰もが住み慣れた場所で、安心して、
自分らしく暮らせる町を目指して、助け
合い・支え合いのある地域づくりをして
いきます。

■むつみニュータウンの
                 全戸訪問をしています

7 月より上市場地区むつみニュータウンの各戸を訪
問し、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進
員）を知っていただきながら、地域の様子をお聞きして
います。

むつみニュータウンは分譲が始まって40 年以上が
経ち、子どもが多く賑やかだった時代を経て、現在は一
人暮らし、高齢者のみ世帯が増えています。歩いている
と予想以上に空家が多く、庭木や草が生い茂る場所も
ありました。

一方、この土地を気に入り移住した方、新しく建った
家もあり、子どもたちの笑い声が聞こえ「住みやすい」

「ちょうど良い」という言葉を聞きました。

「住みやすい」、「ちょうど良い」そんな環境で、高
齢になっても自分らしく暮らしていきたい、誰もがそ
う願っています。

今回の訪問で、その時が来たらヘルパーを頼む、施
設に入る、という声が多くありました。しかし少子高
齢化が進み、人手不足は深刻です。いくら介護保険料
を支払っても担い手がいなければ成り立ちません。こ
れからは、住民が主体となって地域の力で公的サービ
スの不足をカバーする、そんな支え合い【互助】の充
実が必要不可欠です。※下図参照

訪問活動は半分以上を終えました。ご協力いただき、
ありがとうございます。訪問後は、見えてきた地域の
課題について住民の皆さんが中心になって考える意見
交換会を企画していきます。

みなさんも、将来に向けて考え始めてみませんか？
生活支援コーディネーターが地域をサポートします。

■うぐいす里自治会へ
　　　　　一宮西地区より視察訪問
　6 月14 日一宮西地区社協より12 名がうぐいす里自治
会を訪問しボランティア活動に関する意見交換会を開催
しました。一宮のみなさんの、中心になって活動する人が
いない、トラブルへの不安で話が進まない、地元住民と新
住民の混在というお悩みに対し、うぐいす里のみなさん
からは「まずは一歩踏み出して、小さなところから始め
てみては？」「ここでは地域の
中に日頃から挨拶があること
がうれしいです。そういうこと
が大切ですね」とあたたかいア
ドバイスがありました。多くの
方が参加し、良い交流の機会に
なりました。

地域包括ケアシステムの 4 つの概念
ご近所やボランティアの
助け合い

社会福祉などの
行政サービス

介護保険
医療保険制度

一人ひとりの取り組み
介護予防

生きがいづくり

高齢者福祉事業

生活保護

虐待対策

互助
公助

自助
共助

お気軽にご相談ください　ちょこっとボランティア
・年齢問わず誰でも無料で利用できます
・ご家族や協力者がいてもかまいません
・20 分程度の作業が目安です

例）ゴミ出し、季節家電の入れ替え、
　　電球の交換、粗大ごみの運び出し、
　　玄関前の草取り、買い物代行

地域の担い手募集
あなたもちょこボラ
登録しませんか？

（保険加入補助）

社会福祉協議会が
活動をサポートします「機械の組み立てを手伝って

もらい助かりました」
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開催日 テーマ 講師

10 月 11 日（金）
13：30～15：30

スタート講座 ボランティアの種類や活動方法を学ぶ
※ちょこボラ登録者の活動報告あり　　　定員 30 名

さわやか福祉財団 國生美南子先生（予定）
会場：むつざわ福祉交流センター
　（主催：睦沢町社会福祉協議会）

11 月 30 日（土）
13：00～16：30 ※

人々の交流が助け合いの始まり
コミュニティサロン担い手養成基礎講座　定員 30 名

会場：むつざわ福祉交流センター
　（主催：NPO 法人ディーセント・ライフ）

1 月 12 日（日）
10：00～15：00※

コミュニティサロン担い手養成
フォローアップ講座 ※基本受講者対象　　定員 60 名

会場：茂原市役所 市民室
　（主催：NPO 法人ディーセント・ライフ）

２月中旬予定 実践編 みんなの広場で「地域食堂」を開いてみよう 会場：むつざわ福祉交流センター
　（主催：みんなの広場ボランティア）

地域福祉フォーラム助成金活用事業
むつざわ福祉交流センター活用プロジェクト
人が集まる！楽しい！使える！場所にしよう

◎ホールは誰でも
　　使える場所です
　ママ友と、雨の日に子供と、など…
　交流の場としてご利用ください。
　寄付いただいた野菜を安価でお譲りする
　コーナーがあります。新鮮野菜は大人気！

◎子どもの絵本交換所
　ミニ図書コーナーにある本は物々交換
　でお持ち帰りいただけます。今日は何が
　あるかな？寄付も受け付けています。

◎ペタンク広場
　ペタンクコートを整備しました。
　天気の良い日はみんなの広場へ！

人々の交流や集いが地域力につながります

話し合い

気づき 活  動

◎セルフカフェ（ホットドリンク無料）
　休憩や会議などで自由にご利用ください。
　勉強ができる椅子テーブルもあります。

≪これまでにいただいた寄付等のご報告≫
ご協力いただきありがとうございます！

カフェコーナー設置台製作
　大工の伊藤さん

カフェキャビネット寄付
　こぢゃ倶楽部さん

コーヒー寄付
　げんき教室参加者さん

本棚寄付
　上市場住民のみなさん

雑誌の寄付
　JA 睦沢支所
　住民のみなさん

本の寄付
　公民館図書室
　住民のみなさん

野菜売り場協力
　住民のみなさん

月に 1 回（毎月 10 日）
みんなの広場でボランティア

※土日祝の場合は変更有

次回は 10 月 11日（金）※下記講習会に代えて開催
　　　　　　　　　　　　（講習会は要申込）
初めての方もこの日からスタートしてみませんか

　施設の活用アイデアを話合い、イベント企画から運営、
施設の整備などをみなさんで一緒におこないます。
　きょうよう、きょういく、生きがいづくり！

ボランティア講座
お問い合わせ・申込・44 − 2514

自分にできることはないかな？
　 その気持ちを応援します

※印は主催者への協力で掲載しています。地域福祉フォーラム助成金活用事業内の開催ではありません。

愛称
みんなの広場
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乗降介助ボランティア
　送迎車輛に乗降する
　際のお手伝い
　　※運転はありません

外出支援
障害のある方の外出時の

同行お手伝い
※資格の有無は問いません

保育ボランティア
　お母さんが健診を受け
る間等の子どもの保育
※資格の有無は問いません

まずはお問い合わせだけでも
お待ちしています

ボランティア募集中！

第 2回ふくしマルシェ開催のお知らせ
　社会福祉協議会をより身近に感じてもらうこと、そして地域に携わるボラン
ティアや施設等の活動を広く住民の方に知っていただくために、子どもから大
人まで世代を超えた住民参加と交流（つながり）を目的とした「ふくしマルシェ」
を開催します。
　当日は、日頃から地域で活躍しているボランティアさん方によるアトラクショ
ンを始め、餅まき、豚汁や甘酒の無償配布、物販、各事業所 PR 活動の実施、
そして時節柄⼗分楽しめる内容を企画しておりますので是非ご来場ください。

午前 10 時から午後 2 時（小雨決行）
むつざわ福祉交流センター

～ ふくしマルシェバザー 販売物品ご協力のお願い ～
バザー収益金を地域福祉に役立てるため、土睦・瑞沢地区社協の活動資金とする予定です。

皆さんのお宅に眠っている未使用の日用雑貨や食器、趣味で手作りした物などはありませんか？

普段の地域福祉活動になかなか参加できないという方も、販売物品の寄附が地域の福祉につながります。

ご協力いただける方は社協までご連絡ください。

 ※食品は賞味期限の残っている物に限ります。

 ※社協までの運搬が困難な場合は職員が引き取りに伺います。






