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主な内容
発 行

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって発行されています。 ※再生紙を使用しています。

　このサロンは、障がいの種別に関わらず、市内に住む当事者同士がお互いに理解し合い、助け合
うことができるようにするための“仲間”との出会いの場です。一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
日　　　時　平成３０年１１月４日（日） 午後１時～午後２時３０分
対　　　象　大網白里市内にお住まいで障がいをお持ちの方
会　　　場　老人福祉センター「コスモス荘」　
内　　　容　レクリエーション・手品・交流会　※手話通訳がつきます
参　加　費　２００円
締　　　切　平成３０年１０月１６日（火）
問い合わせ・申し込み
　社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５　ＦＡＸ　０４７５（７２）１９９６

わくわくサロンの開催

募 集 人 数　1人
勤  務  地　大網白里市福祉会館　大網白里市大網131-2
業 務 内 容　福祉作業所　心身に障がいがある方への作業補助及び生活指導
勤 務 期 間　平成30年10月1日（月）～平成31年3月29日（金）
勤 務 日 数　月曜日から金曜日　※勤務日数は要相談
勤 務 時 間　午前8時15分～午後5時
条　　　件　普通自動車免許・パソコン（ワード・エクセル）操作ができる方
待　　　遇　給与・通勤手当（本会規程による）・社会保険完備
提 出 書 類　履歴書・資格証等の写し（郵送可）　※返却はしません
選 考 内 容　面接　※面接日は後日連絡します
申 込 期 限　平成30年9月14日（金）　※郵送の場合は必着
問い合わせ・申し込み　社会福祉協議会　☎0475（72）1995 

福祉作業所臨時職員募集

　７月の豪雨により各地で人的被害をはじめ住家被害等大きな被害が発生しました。
千葉県共同募金会では、被災された方々を支援するために義援金の募集をします。

【受付期間】平成３０年９月２８日（金）まで（被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります）
【窓口受付】千葉県共同募金会大網白里市支会（大網白里市社会福祉協議会内）で受け付けています。
【振込手続】千葉県共同募金会を経由する場合
　　　　   　《振込先》銀 行 名 ： 千葉銀行　本店営業部
　　　　　　　　  　口座番号  ： 普通預金　No.３４９５５８５
　　　　　　　　  　口座名義  ： 社会福祉法人　千葉県共同募金会
　　　　　　　　  　　　　　  　会　長　小 島　信 夫　
　　　　　　 　※ 千葉県共同募金会あて各銀行、本支店間の窓口での振込手数料は無料です。
　　　　　　 　ＡＴＭ、インターネットバンキングによる振込の手数料は有料となります。
　　　　　　※ 振込用紙の備考欄に義援金の名称(平成３０年７月豪雨災害義援金)をご記入ください。
　　　　　税制上の優遇措置を希望される場合
　　　　　 千葉県共同募金会大網白里市支会（大網白里市社会福祉協議会）にお問い合わせください。
★その他ご不明な点は、中央共同募金会のホームページをご覧ください。
問い合わせ　社会福祉協議会（千葉県共同募金会大網白里市支会）  ☎0475（72）1995

平成30年7月豪雨災害義援金について
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　市ボランティア連絡協議会が主催する“夏休みボラン
ティア体験教室” は、ボランティアに興味をもってもらい、
気軽に楽しく参加するきっかけづくりを目的としています。
　小学生から大人まで、体験したいプログラムに申し込
み、手話を学んだり、リース作りをしたり、施設ではレクリ
エーションを通じて利用者とふれあうなど、様々なボラン
ティア体験をしました。
　市ボランティア連絡協議会の活動では、使用済み切手や
プルトップを収集する目的を知ってもらいました。
　なお、使用済み切手・プルトップは、社会福祉協議会で受
け付けています。

夏休みボランティア体験教室

マカロニでリース作り（十日会）

プルトップの計量（市ボランティア連絡協議会） 手話を学ぶ（手話サークル歩み）

社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

ささえあう  福祉できずく  まちづくり
平成30年9月
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社協だより社協だより



　10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動がスタートします。大網白里市社会福祉協議会
では、千葉県共同募金会大網白里市支会として、今年も戸別募金・企業・個人商店等募金・街頭募
金・職域募金・学校募金など様々な運動を展開していきます。
　皆様からお寄せいただいた募金は、千葉県共同募金会を通じて民間の社会福祉施設や団体、市
町村社会福祉協議会などに助成され、福祉の推進に役立てられています。皆様からの温かいご支
援により、ひとりでも多くの方が幸せになれますよう、ご協力をお願いします。

　市内の５地区（白里・大網・増穂・山辺・瑞穂）で敬老会を開催します。
　平成30年12月31日までに74歳以上になる方へ社会福祉協議会支部からご案内します。
　今年も皆さんに楽しんでいただけるよう、各支部で趣向をこらした催し物（児童による金管演
奏、踊り、歌、郷土芸能等）を予定しています。ご来場を心からお待ちしています。

【寄付金の税制優遇】
　共同募金会への寄付は、法人、個人ともに、税制上の優遇措置の対象とな
ります。
　特に「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金とし
て財務大臣が指定する「指定寄付金」とされ、法人寄付の場合は寄付金の全
額を損金算入することができます。
　共同募金会は、指定寄付金の対象となる数少ない団体のひとつです。
　また、個人による寄付も、所得控除または税額控除の適用を受けられます。

【各事業の内訳額】
○高齢者福祉事業　745,000円
　・ふれあいいきいきサロン活動
○障がい者福祉事業　52,500円
　・障がい者サロンの開催　　　　
　・福祉作業所の研修　
○児童福祉事業　80，000円
　・子育てサロン活動

敬老会のお知らせ

　社会福祉協議会では、平成30年10月20日（土）に開催される産
業文化祭で「福祉バザー」を行います。
　ご家庭で未使用品がありましたら、社会福祉協議会までご提供
ください。
　収益は、社会福祉事業のために大切に使わせていただきます。
◇未使用品に限ります。（洗剤、石鹸、シーツ、タオルなどの日用品）
◇電化製品、衣類、ぬいぐるみはご遠慮ください。

【受付期間】平成30年9月3日（月）～10月12日（金）
　　　　　午前9時～午後5時　※日曜日・祝祭日 は除く
問い合わせ　社会福祉協議会　☎0475（72）1995

　平成30年2月1日～平成30年7月31日まで（敬称略・順不同）
【金銭】日蓮宗千葉県東部宗務所    50,000円　　サイクリングクラブ 　　　　　  36,858円
　　　梶野晴征　　　　　　     100,000円　　大網白里市グランドゴルフ協会　16,503円
　　　大網白里ライオンズクラブ　50,000円　　（有）セーワ住設　　　　　      200,000円
　　　大網白里市カラオケ愛好会  10,069円　　募金箱 　                       　　　 4,582円
　　　匿名延人数6名　　　　　  60,000円　　　　　　　　　　　　　合計  528,012円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【物品】雑巾200枚・掃除機・プルトップ・使用済切手・布地

物品提供のお願い（福祉バザー）

善意のご寄付に心から感謝申し上げます善意のご寄付に心から感謝申し上げます

≪平成30年度 敬老会 日程表≫

問い合わせ　社会福祉協議会  ☎0475（72）1995

地区名
白里
大網
増穂
山辺
瑞穂

開催日
10月  6日（土）
10月  6日（土）
10月  7日（日）
10月13日（土）
10月27日（土）

開始時間
午前10時～午後2時
午後  1時～午後3時30分
午後  1時～午後3時30分
午後  1時～午後3時30分
午後  1時～午後3時30分

開催場所
白里小学校体育館
保健文化センター３階ホール
増穂小学校体育館
季美の森小学校体育館
瑞穂小学校体育館

赤い羽根共同募金運動に
（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金）

ご協力お願いします‼

共同募金は税制優遇措置の対象です

平成29年度大網白里市社会福祉協議会に助成された
6,261,000円は、下記の事業に役立たせていただきました。

募金が助成されるまでの流れ

千葉県共同募金会
大網白里市支会

千葉県
共同募金会 千葉県内の

社会福祉施設

愛ちゃん と 希望くん
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ひとり、ひとりのやさしさが、

あなたの住む町を、もっと、やさしくしてくれます。 

大網白里市
社会福祉協議会

○広報・調査事業　2,172,864円
　・広報紙「社協だより」の発行（奇数月年６回）
　・広報啓発活動
○福祉育成援助事業　3,210,636円
　・支部社協活動
　・民生委員活動
　・福祉教育推進校、福祉教育推進支部活動
　・ボランティア活動

千葉県共同募金会
マスコット

「びわぴよ」
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主な内容
発 行

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって発行されています。 ※再生紙を使用しています。

　このサロンは、障がいの種別に関わらず、市内に住む当事者同士がお互いに理解し合い、助け合
うことができるようにするための“仲間”との出会いの場です。一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
日　　　時　平成３０年１１月４日（日） 午後１時～午後２時３０分
対　　　象　大網白里市内にお住まいで障がいをお持ちの方
会　　　場　老人福祉センター「コスモス荘」　
内　　　容　レクリエーション・手品・交流会　※手話通訳がつきます
参　加　費　２００円
締　　　切　平成３０年１０月１６日（火）
問い合わせ・申し込み
　社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５　ＦＡＸ　０４７５（７２）１９９６

わくわくサロンの開催

募 集 人 数　1人
勤  務  地　大網白里市福祉会館　大網白里市大網131-2
業 務 内 容　福祉作業所　心身に障がいがある方への作業補助及び生活指導
勤 務 期 間　平成30年10月1日（月）～平成31年3月29日（金）
勤 務 日 数　月曜日から金曜日　※勤務日数は要相談
勤 務 時 間　午前8時15分～午後5時
条　　　件　普通自動車免許・パソコン（ワード・エクセル）操作ができる方
待　　　遇　給与・通勤手当（本会規程による）・社会保険完備
提 出 書 類　履歴書・資格証等の写し（郵送可）　※返却はしません
選 考 内 容　面接　※面接日は後日連絡します
申 込 期 限　平成30年9月14日（金）　※郵送の場合は必着
問い合わせ・申し込み　社会福祉協議会　☎0475（72）1995 

福祉作業所臨時職員募集

　７月の豪雨により各地で人的被害をはじめ住家被害等大きな被害が発生しました。
千葉県共同募金会では、被災された方々を支援するために義援金の募集をします。

【受付期間】平成３０年９月２８日（金）まで（被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります）
【窓口受付】千葉県共同募金会大網白里市支会（大網白里市社会福祉協議会内）で受け付けています。
【振込手続】千葉県共同募金会を経由する場合
　　　　   　《振込先》銀 行 名 ： 千葉銀行　本店営業部
　　　　　　　　  　口座番号  ： 普通預金　No.３４９５５８５
　　　　　　　　  　口座名義  ： 社会福祉法人　千葉県共同募金会
　　　　　　　　  　　　　　  　会　長　小 島　信 夫　
　　　　　　 　※ 千葉県共同募金会あて各銀行、本支店間の窓口での振込手数料は無料です。
　　　　　　 　ＡＴＭ、インターネットバンキングによる振込の手数料は有料となります。
　　　　　　※ 振込用紙の備考欄に義援金の名称(平成３０年７月豪雨災害義援金)をご記入ください。
　　　　　税制上の優遇措置を希望される場合
　　　　　 千葉県共同募金会大網白里市支会（大網白里市社会福祉協議会）にお問い合わせください。
★その他ご不明な点は、中央共同募金会のホームページをご覧ください。
問い合わせ　社会福祉協議会（千葉県共同募金会大網白里市支会）  ☎0475（72）1995

平成30年7月豪雨災害義援金について

- おおあみしらさと-
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　市ボランティア連絡協議会が主催する“夏休みボラン
ティア体験教室” は、ボランティアに興味をもってもらい、
気軽に楽しく参加するきっかけづくりを目的としています。
　小学生から大人まで、体験したいプログラムに申し込
み、手話を学んだり、リース作りをしたり、施設ではレクリ
エーションを通じて利用者とふれあうなど、様々なボラン
ティア体験をしました。
　市ボランティア連絡協議会の活動では、使用済み切手や
プルトップを収集する目的を知ってもらいました。
　なお、使用済み切手・プルトップは、社会福祉協議会で受
け付けています。

夏休みボランティア体験教室

マカロニでリース作り（十日会）

プルトップの計量（市ボランティア連絡協議会） 手話を学ぶ（手話サークル歩み）

社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

ささえあう  福祉できずく  まちづくり
平成30年9月
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