
社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
（社会福祉法人 千葉県共同募金会大網白里市支会）

〒299-3251千葉県大網白里市大網131-2　☎0475-72-1995　FAX 0475-72-1996
E-mail：mail@oamishakyo.com　   ホームページ：http://www.oamishakyo.com

発 行

たくさんの笑顔に会えました（子育てサロン）

令和2年9月

No.182ささえあう  福祉できずく  まちづくり

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月からお休みしていた子育てサロンを再開しました。
マスク着用、体温測定、手指消毒、おもちゃの消毒、換気等、感染防止対策を行いながらの開催と
なりました。
　久しぶりにたくさんの笑顔に会え、お母さんとお子さん、ボランティアの皆さんが、楽しい時間を
過ごしました。

善意のご寄付に心から感謝申し上げます
令和2年2月1日～令和2年7月31日まで（敬称略・順不同）

有限会社セーワ住設
髙山 義則
角河 優義
増穂中学校昭和26年度卒業生一同

プルトップ・使用済切手・手作りマスク

200,000円
100,000円

1,053円
7,268円

梶野 晴征
ハートアンドハート
匿名4名
募金箱

50,000円
5,892円

54,725円
39,173円

合計　458,111円

※ゆうちょ銀行　同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの振込書による送金手数料は無料
※三井住友銀行　同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
※りそな銀行　　りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
※この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

ゆうちょ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

東京公務部

東京公務部

00140-4-325150

普通預金　0148483

普通預金　0126807

中央共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金

（福）中央共同募金会　

（福）中央共同募金会　

令和2年7月豪雨災害義援金
　令和2年7月の大雨災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への
浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害
救助法が発令されました。中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に
義援金を募集しています。お寄せいただいた義援金は、全額被災県に設置される配分委
員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。その後、被災地それぞれの
行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会
において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

【募集期間】令和2年7月13日（月）から令和2年12月28日（月）まで
【義援金受入口座】

金融機関 支店名 口座番号 口座名義

福祉サービスに関する相談
　大網白里市社会福祉協議会では、常に本会の事業・サービスを利用されている皆様の立場に立ち、
サービスの質の向上に努めています。サービスへの苦情・不満等ありましたら、どうぞ苦情受付担当者
もしくは第三者委員にお気軽にご相談ください。

〔第三者委員〕
大塚 洋子（おおつか　ようこ）
白石 孝昭（しらいし　たかあき）
四之宮 学（しのみや　まなぶ）

【事業所名】
大網白里市社会福祉協議会
苦情解決責任者　市東 達也（しとう　たつや）　
苦情受付担当者　稲生 靖行（いなお　やすゆき）

社会福祉協議会　☎0475（72）1995　FAX 0475（72）1996相談・問い合わせ

金  銭

物  品
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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。



大雨、大地震等の
万が一の場合に備えましょう

災害の「備え」チェックリスト（避難の際に持ちだすもの）

備蓄品（家に備えておくもの）

ほかにも、家庭で必要なものは日ごろから備えておきましょう

感染症対策にも有効です

お子さんがいる家庭の備え

赤い羽根共同募金運動（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金）に
ご協力お願いします‼

募金が助成されるまでの流れ

千葉県
共同募金会

大網白里市社会福祉協議会

千葉県内の社会福祉施設
千葉県共同募金会
大網白里市支会

令和元年度大網白里市社会福祉協議会に助成された
6,557,484円は、下記の事業に役立たせていただきました。

赤い羽根募金協力店を募集しています！

自分の町を良くするしくみ

●高齢者福祉事業    677,000円
　・ふれあいいきいきサロン活動の推進
●障がい者福祉事業      28,070円
　・福祉作業所の研修  
●児童福祉事業      51,000円
　・子育てサロン活動の推進  
●広報・調査事業 1,234,970円
　・広報紙「社協だより」の発行（奇数月年6回）
　・広報啓発活動

□ マスク
□ 手指消毒用アルコール
□ 石けん・ハンドソープ

□ ミルク
□ 使い捨て哺乳瓶
□ 離乳食
□ 携帯カトラリー
□ 子供用紙おむつ

□ おしりふき
□ 母子手帳
□ ネックライト
□ 抱っこひも
□ 子どもの靴

□ ウエットティッシュ
□ 体温計

●福祉育成援助事業 4,208,960円
　・支部社協活動の推進
　・民生委員活動の推進
　・総合相談事業の実施
　・福祉教育推進校、福祉教育推進支部活動の支援
　・ボランティア活動の推進
●災害ボランティア支援事業    357,484円
　・災害ボランティア活動の支援

千葉県共同募金会
マスコット「びわぴよ」

【各事業の内訳額】

　コロナ禍の中でも、災害は突然やってきます。新型コロナウイルス等の感染防止のために、マスク
や消毒液等も避難時の持ちだし品として必要になります。
　大雨や大地震に備え、普段から準備している避難時の持ち物を再確認しながら、感染症拡大防止
に備えた準備を心がけましょう。

　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。

　共同募金会が行う事業は、社会福祉法によって位置づけられた活動
であり、社会福祉事業に充当する寄付金は、税制上の優遇措置が適用さ
れます。
　寄付金は、財務省が公益・公共性に着目し「指定寄付金」に指定し、法
人税法により「全額損金」とすることができます

【実施期間】
●企業・個人商店等募金　12月初旬に社会福祉協議会支部の方が訪問します。
●その他募金（募金箱設置）　10月～12月及び通年設置

□ 食料や水（最低3日分。できれば1週間分） × 家族分
　 保存期間の長いものを多めに買っておき、消費したら補充するという習慣にしていれば、

常に食料の備蓄が可能。
□ 生活用品
　 例えば、ティッシュ、トイレットペーパー、ラップ、ゴミ袋、ポリタンク、携帯用トイレなど

□ 水
□ 食品
　 （ご飯（アルファ米など）、レトルト食品、ビスケット、

チョコ、乾パンなど：最低3日分の用意）
□ 防災用ヘルメット・防災ずきん
□ 衣類・下着
□ レインウエア
□ 紐なしのズック靴
□ 懐中電灯（手動充電式が便利）
□ 携帯ラジオ（手動充電式が便利）
□ 予備電池・携帯充電器

□ 救急用品
　 （常備薬・ばんそうこう・包帯・消毒液など）
□ 貴重品
　 （現金、通帳、パスポート、運転免許証、病院の診察券、

マイナンバーカード）
□ 使い捨てカイロ
□ ブランケット
□ 軍手
□ 洗面用具
□ 歯ブラシ・歯磨き粉
□ タオル
□ ペン・ノート

23



大雨、大地震等の
万が一の場合に備えましょう

災害の「備え」チェックリスト（避難の際に持ちだすもの）

備蓄品（家に備えておくもの）

ほかにも、家庭で必要なものは日ごろから備えておきましょう

感染症対策にも有効です

お子さんがいる家庭の備え

赤い羽根共同募金運動（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金）に
ご協力お願いします‼

募金が助成されるまでの流れ

千葉県
共同募金会

大網白里市社会福祉協議会

千葉県内の社会福祉施設
千葉県共同募金会
大網白里市支会

令和元年度大網白里市社会福祉協議会に助成された
6,557,484円は、下記の事業に役立たせていただきました。

赤い羽根募金協力店を募集しています！

自分の町を良くするしくみ

●高齢者福祉事業    677,000円
　・ふれあいいきいきサロン活動の推進
●障がい者福祉事業      28,070円
　・福祉作業所の研修  
●児童福祉事業      51,000円
　・子育てサロン活動の推進  
●広報・調査事業 1,234,970円
　・広報紙「社協だより」の発行（奇数月年6回）
　・広報啓発活動

□ マスク
□ 手指消毒用アルコール
□ 石けん・ハンドソープ

□ ミルク
□ 使い捨て哺乳瓶
□ 離乳食
□ 携帯カトラリー
□ 子供用紙おむつ

□ おしりふき
□ 母子手帳
□ ネックライト
□ 抱っこひも
□ 子どもの靴

□ ウエットティッシュ
□ 体温計

●福祉育成援助事業 4,208,960円
　・支部社協活動の推進
　・民生委員活動の推進
　・総合相談事業の実施
　・福祉教育推進校、福祉教育推進支部活動の支援
　・ボランティア活動の推進
●災害ボランティア支援事業    357,484円
　・災害ボランティア活動の支援

千葉県共同募金会
マスコット「びわぴよ」

【各事業の内訳額】

　コロナ禍の中でも、災害は突然やってきます。新型コロナウイルス等の感染防止のために、マスク
や消毒液等も避難時の持ちだし品として必要になります。
　大雨や大地震に備え、普段から準備している避難時の持ち物を再確認しながら、感染症拡大防止
に備えた準備を心がけましょう。

　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。

　共同募金会が行う事業は、社会福祉法によって位置づけられた活動
であり、社会福祉事業に充当する寄付金は、税制上の優遇措置が適用さ
れます。
　寄付金は、財務省が公益・公共性に着目し「指定寄付金」に指定し、法
人税法により「全額損金」とすることができます

【実施期間】
●企業・個人商店等募金　12月初旬に社会福祉協議会支部の方が訪問します。
●その他募金（募金箱設置）　10月～12月及び通年設置

□ 食料や水（最低3日分。できれば1週間分） × 家族分
　 保存期間の長いものを多めに買っておき、消費したら補充するという習慣にしていれば、

常に食料の備蓄が可能。
□ 生活用品
　 例えば、ティッシュ、トイレットペーパー、ラップ、ゴミ袋、ポリタンク、携帯用トイレなど

□ 水
□ 食品
　 （ご飯（アルファ米など）、レトルト食品、ビスケット、

チョコ、乾パンなど：最低3日分の用意）
□ 防災用ヘルメット・防災ずきん
□ 衣類・下着
□ レインウエア
□ 紐なしのズック靴
□ 懐中電灯（手動充電式が便利）
□ 携帯ラジオ（手動充電式が便利）
□ 予備電池・携帯充電器

□ 救急用品
　 （常備薬・ばんそうこう・包帯・消毒液など）
□ 貴重品
　 （現金、通帳、パスポート、運転免許証、病院の診察券、

マイナンバーカード）
□ 使い捨てカイロ
□ ブランケット
□ 軍手
□ 洗面用具
□ 歯ブラシ・歯磨き粉
□ タオル
□ ペン・ノート

23



社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
（社会福祉法人 千葉県共同募金会大網白里市支会）

〒299-3251千葉県大網白里市大網131-2　☎0475-72-1995　FAX 0475-72-1996
E-mail：mail@oamishakyo.com　   ホームページ：http://www.oamishakyo.com

発 行

たくさんの笑顔に会えました（子育てサロン）

令和2年9月

No.182ささえあう  福祉できずく  まちづくり

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月からお休みしていた子育てサロンを再開しました。
マスク着用、体温測定、手指消毒、おもちゃの消毒、換気等、感染防止対策を行いながらの開催と
なりました。
　久しぶりにたくさんの笑顔に会え、お母さんとお子さん、ボランティアの皆さんが、楽しい時間を
過ごしました。

善意のご寄付に心から感謝申し上げます
令和2年2月1日～令和2年7月31日まで（敬称略・順不同）

有限会社セーワ住設
髙山 義則
角河 優義
増穂中学校昭和26年度卒業生一同

プルトップ・使用済切手・手作りマスク

200,000円
100,000円

1,053円
7,268円

梶野 晴征
ハートアンドハート
匿名4名
募金箱

50,000円
5,892円

54,725円
39,173円

合計　458,111円

※ゆうちょ銀行　同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの振込書による送金手数料は無料
※三井住友銀行　同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
※りそな銀行　　りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
※この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

ゆうちょ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

東京公務部

東京公務部

00140-4-325150

普通預金　0148483

普通預金　0126807

中央共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金

（福）中央共同募金会　

（福）中央共同募金会　

令和2年7月豪雨災害義援金
　令和2年7月の大雨災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への
浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害
救助法が発令されました。中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に
義援金を募集しています。お寄せいただいた義援金は、全額被災県に設置される配分委
員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。その後、被災地それぞれの
行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会
において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

【募集期間】令和2年7月13日（月）から令和2年12月28日（月）まで
【義援金受入口座】

金融機関 支店名 口座番号 口座名義

福祉サービスに関する相談
　大網白里市社会福祉協議会では、常に本会の事業・サービスを利用されている皆様の立場に立ち、
サービスの質の向上に努めています。サービスへの苦情・不満等ありましたら、どうぞ苦情受付担当者
もしくは第三者委員にお気軽にご相談ください。

〔第三者委員〕
大塚 洋子（おおつか　ようこ）
白石 孝昭（しらいし　たかあき）
四之宮 学（しのみや　まなぶ）

【事業所名】
大網白里市社会福祉協議会
苦情解決責任者　市東 達也（しとう　たつや）　
苦情受付担当者　稲生 靖行（いなお　やすゆき）

社会福祉協議会　☎0475（72）1995　FAX 0475（72）1996相談・問い合わせ

金  銭

物  品

41
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