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“おてだま”で遊ぼう！

令和4年7月

No.193ささえあう  福祉できずく  まちづくり

手芸ボランティア「十日会（とおかかい）」が、手作りの幼児用のお手玉
を市内５カ所の公立保育園と幼稚園に贈りました。ひとつひとつの色
や柄が違っていて、小さな子どもたちの手にぴったりの大きさのとて
も可愛らしいお手玉です。日本に昔から伝わるお手玉を使って、みん
なで楽しく遊んでいただきたいです。

夏休みボランティア活動体験会　～ 一緒に体験しよう！ ～　

ボランティアグループによる日頃の活動を発表。また、みなさんに体験していただく会を開催します。
（☆体験スタンプラリー　スタンプを３つ以上の方にはプレゼントがあります。）さらにパラリンピック競
技種目「ボッチャ」の体験も予定しています。

●十日会（福祉バザー用の手芸品や福祉施設等からの依頼品の製作）
●結の会（声の広報紙・声の図書づくり）
●おはなしどんどん（読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター・手遊び等）
●増穂ひまわり会（特別養護老人ホーム入居者のヘアカット）
●まきのき会（特別養護老人ホームでの包布交換）

大網白里市ボランティア連絡協議会（社会福祉協議会内）　☎０４７５（７２）１９９５

第３４期 ボランティア相談員募集
社会福祉法人 千葉いのちの電話

※コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。

日　時 令和４年８月１９日（金）１０：００～１２：００

会　場 大網白里市　保健文化センター　３階ホール

参加費 無料
対　象

応募資格

問い合わせ

問い合わせ・
申し込み先

関心のある方どなたでも参加できます。

参　加
ボランティア

グループ

①年齢２０歳以上（令和４年４月現在）　②資格・経験不問
③基礎研修講座と宿泊研修に出席できること

研修期間 令和４年１０月２６日～令和６年２月７日

応募開始 令和４年５月９日（月）

申込締切 令和４年９月９日（金）当日消印有効（応募用紙あり）

応募面接 令和４年１０月２日（日）

受 講 料 有料

第３４期ボランティア相談員募集に先立ち、下記事前説明会と講演会を行います

社会福祉法人　千葉いのちの電話　事務局（月～金　９：００～１７：００）
☎０４３（２２２）４４１６／ホームページ「千葉いのちの電話」

●事前説明会　※先着３０名
　令和４年７月６日（水）１０：００～１１：００（受付９：３０～）
　場所：ＣＩＤビル（千葉市中央区本町３－１－１６）

●公開講演会「自分をいかす」講師 常山吾郎氏
　（臨床心理士）／事前説明会　※先着３０名
　令和４年７月３１日（日）１０：００～１２：００（受付９：３０～）
　場所：ＣＩＤビル（千葉市中央区本町３－１－１６）
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令和３年度に社会福祉協議会が行った主な事業令和３年度に社会福祉協議会が行った主な事業

令和４年度　決算
【収　入】

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
受取利息配分金収入
その他の収入
その他の活動収入
前期末支払資金残高

合　計

【支　出】
人件費支出
事業費支出
事務費朱出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
施設設備等支出
その他の活動支出
当期末支払資金残高

合　計

（単位：千円）

５６，５０２
１４，０８６
４，６５９

２００
３，７７０

２１９
２４８

７，６８９
２０，９７３

１０８，３４６

社会福祉協議会のホームページやTwitter（ツイッター）をご利用ください
社会福祉協議会では、インターネットを利用して、社会福祉に関する
様々なお知らせ、事業・活動の紹介、報告などの情報を発信していま
す。「社協だより」に掲載している内容をはじめ、研修会・講座のお知ら
せ、社会福祉協議会についての概要、ボランティア情報、支部社協の
活動など、随時更新していますのでご利用ください。

開催日時 令和４年８月２１日(日）
午後１時～午後４時

（午後１２時３０分から受付開始）
会　　場 ホテルポートプラザちば ２階 ロイヤル

千葉市中央区千葉港８－５
（ＪＲ千葉みなと駅より徒歩１分）

５，７７２
　　　９６８

４８，２９６
６６

２１，１１９
２００
８３４

１
４２２

１５，９０６
１４，７６２

１０８，３４６

【組織運営】

【広報・啓発活動の充実】

１．理事会７回　　２．評議員会４回　
３．監事監査１回　４．評議員選任・解任委員会１回

【地域ぐるみ福祉の推進】
１．子育てサロン　計２２回開催　
　（ぴよぴよひろば）参加延人数　親子 １０３名
　（くすくすひろば）参加延人数　親子 ３８名
　（のびのびひろば）参加延人数　親子 ６１名
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　１月第３(火)・第４(木) ～３月は中止あり
２．子育てサロンボランティア全体会１回　　
３．高齢者の見守り活動 各地区月１回
４．ふれあいいきいきサロン ４９カ所
５．生活支援体制整備事業
　大網白里市ささえあいのまちづくり会議３回
　生活支援体制整備事業コーディネーター会議７回
　生活支援体制整備事業運営会議３回
　ささえあい会議　５地区で月１回開催

【在宅福祉サービス事業】
１．日常生活自立支援事業（県社協委託）
　○延利用者 １２名
　○生活支援員登録者 １３名
　○現任生活支援員 ９名
２．在宅介護機器貸出事業
　①車椅子４９回 ②杖３回
　③シャワーベンチ１回 ④松葉杖１回
　⑤歩行器１回 ⑥浴槽台１回

【各種資金貸付の推進】

【指定管理者制度での施設運営】
１．福祉会館　　【令和２年度～令和６年度】
　地域福祉センター
　　○開館日数　２６１日
　　○利用件数　１８９回
２．老人福祉センター「コスモス荘」【平成３０年度～令和４年度】
　　○開館日数　２９５日　
　　○利用人数　５７９名　
　　○市老人クラブ連合会支援

１．ホームページによる情報提供
　http://www.oamishakyo.com
   公式Twitterの開設　 @oami_shakyo
２．広報紙「社協だより」　奇数月６回発行

【相談支援体制の充実】
１．総合相談事業　　[開設日数]　　[相談件数]
　心配ごと相談  ２０日 １０件
　法 律 相 談 ３１日 １８７件
　税 務 相 談 １１日 ２２件
　心 の 相 談 １１日 ４７件
　※緊急事態宣言発令下、８月第４週の法律相談
　　及び９月の総合相談事業は中止
２．総合相談所運営委員会１回
３．心配ごと相談員研修会１回

【福祉理解の促進】

【ボランティア活動等市民参画の促進】

１．福祉教育体験学習　１回
２．福祉体験学習貸出
　①車椅子１回
　②高齢者疑似体験セット（大人用）３回
　③高齢者疑似体験セット（児童用）４回
　④白杖３回　⑤アイマスク３回　⑥点字器１回
３．歳末見舞金配付事業　３８世帯

１．ボランティア活動状況
　○登録グループ１２グループ ２１０名
　○グループ活動回数 ２７８回
２．ボランティア連絡協議会運営委員会９回・総会１回
３．介護支援ボランティア登録研修会・交流会（市委託）
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
４．災害ボランティアセンター運営への取組み
　○第４２回九都県市合同防災訓練（千葉会場）
　　災害ボランティアセンター設置運営訓練は、
　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
５．福祉バザー（産業文化祭）
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
６．福祉バザー（ふるさと収穫祭）　参加者１４名
７．物品寄付　　プルトップ,使用済み切手,布地等

１．生活福祉資金(県社協委託)
　○緊急小口資金 １１５件
　○総合支援資金 ７８件
　○教育支援資金 ３件
　○障害者自動車購入費 １件
２．被保護者等緊急援護資金(市委託) １３件

（内コロナ特例貸付７８件）
（内コロナ特例貸付９８件）

社会福祉施設・事業所等への就職を希望する方を対象に、「福祉のしごと就職
フェア・inちば」を下記のとおり開催します。求人のある社会福祉施設・事業所の
採用担当者との個別面談や福祉職場に関する相談等を行いますので、興味・関
心のある方はお越しください。

＜第４回・千葉会場＞
開催日時 令和４年１０月１日(土）

午後１時～午後４時
（午後１２時３０分から受付開始）

会　　場 市川グランドホテル ７階 黄金の間
市川市市川１－３－１８

（JR市川駅北口より徒歩３分）

＜第５回・市川会場＞

問い合わせ先
千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
電話　０４３－２２２－１２９４　（祝祭日を除く月曜日～土曜日１０時～１８時）

●Twitter　　 @oami_shakyo

※福祉会館、老人福祉センターの利用申請書をはじめ、各種申請書や書式も
ダウンロードできます。

※福祉会館までの周辺地図、駐車場のご案内も掲載しています。

●ホームページ　ＵＲＬ：http：//ｗｗｗ.oamishakyo.com
「大網白里社会福祉協議会」で検索できます。

参加費

無料
事前申込不要、
履歴書不要、
スーツ不要

令和４年度「福祉のしごと就職フェア・inちば（後期）」
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令和３年度に社会福祉協議会が行った主な事業令和３年度に社会福祉協議会が行った主な事業

令和４年度　決算
【収　入】

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
受取利息配分金収入
その他の収入
その他の活動収入
前期末支払資金残高

合　計

【支　出】
人件費支出
事業費支出
事務費朱出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
施設設備等支出
その他の活動支出
当期末支払資金残高

合　計

（単位：千円）

５６，５０２
１４，０８６
４，６５９

２００
３，７７０

２１９
２４８

７，６８９
２０，９７３

１０８，３４６

社会福祉協議会のホームページやTwitter（ツイッター）をご利用ください
社会福祉協議会では、インターネットを利用して、社会福祉に関する
様々なお知らせ、事業・活動の紹介、報告などの情報を発信していま
す。「社協だより」に掲載している内容をはじめ、研修会・講座のお知ら
せ、社会福祉協議会についての概要、ボランティア情報、支部社協の
活動など、随時更新していますのでご利用ください。

開催日時 令和４年８月２１日(日）
午後１時～午後４時

（午後１２時３０分から受付開始）
会　　場 ホテルポートプラザちば ２階 ロイヤル

千葉市中央区千葉港８－５
（ＪＲ千葉みなと駅より徒歩１分）

５，７７２
　　　９６８

４８，２９６
６６

２１，１１９
２００
８３４

１
４２２

１５，９０６
１４，７６２

１０８，３４６

【組織運営】

【広報・啓発活動の充実】

１．理事会７回　　２．評議員会４回　
３．監事監査１回　４．評議員選任・解任委員会１回

【地域ぐるみ福祉の推進】
１．子育てサロン　計２２回開催　
　（ぴよぴよひろば）参加延人数　親子 １０３名
　（くすくすひろば）参加延人数　親子 ３８名
　（のびのびひろば）参加延人数　親子 ６１名
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　１月第３(火)・第４(木) ～３月は中止あり
２．子育てサロンボランティア全体会１回　　
３．高齢者の見守り活動 各地区月１回
４．ふれあいいきいきサロン ４９カ所
５．生活支援体制整備事業
　大網白里市ささえあいのまちづくり会議３回
　生活支援体制整備事業コーディネーター会議７回
　生活支援体制整備事業運営会議３回
　ささえあい会議　５地区で月１回開催

【在宅福祉サービス事業】
１．日常生活自立支援事業（県社協委託）
　○延利用者 １２名
　○生活支援員登録者 １３名
　○現任生活支援員 ９名
２．在宅介護機器貸出事業
　①車椅子４９回 ②杖３回
　③シャワーベンチ１回 ④松葉杖１回
　⑤歩行器１回 ⑥浴槽台１回

【各種資金貸付の推進】

【指定管理者制度での施設運営】
１．福祉会館　　【令和２年度～令和６年度】
　地域福祉センター
　　○開館日数　２６１日
　　○利用件数　１８９回
２．老人福祉センター「コスモス荘」【平成３０年度～令和４年度】
　　○開館日数　２９５日　
　　○利用人数　５７９名　
　　○市老人クラブ連合会支援

１．ホームページによる情報提供
　http://www.oamishakyo.com
   公式Twitterの開設　 @oami_shakyo
２．広報紙「社協だより」　奇数月６回発行

【相談支援体制の充実】
１．総合相談事業　　[開設日数]　　[相談件数]
　心配ごと相談  ２０日 １０件
　法 律 相 談 ３１日 １８７件
　税 務 相 談 １１日 ２２件
　心 の 相 談 １１日 ４７件
　※緊急事態宣言発令下、８月第４週の法律相談
　　及び９月の総合相談事業は中止
２．総合相談所運営委員会１回
３．心配ごと相談員研修会１回

【福祉理解の促進】

【ボランティア活動等市民参画の促進】

１．福祉教育体験学習　１回
２．福祉体験学習貸出
　①車椅子１回
　②高齢者疑似体験セット（大人用）３回
　③高齢者疑似体験セット（児童用）４回
　④白杖３回　⑤アイマスク３回　⑥点字器１回
３．歳末見舞金配付事業　３８世帯

１．ボランティア活動状況
　○登録グループ１２グループ ２１０名
　○グループ活動回数 ２７８回
２．ボランティア連絡協議会運営委員会９回・総会１回
３．介護支援ボランティア登録研修会・交流会（市委託）
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
４．災害ボランティアセンター運営への取組み
　○第４２回九都県市合同防災訓練（千葉会場）
　　災害ボランティアセンター設置運営訓練は、
　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
５．福祉バザー（産業文化祭）
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
６．福祉バザー（ふるさと収穫祭）　参加者１４名
７．物品寄付　　プルトップ,使用済み切手,布地等

１．生活福祉資金(県社協委託)
　○緊急小口資金 １１５件
　○総合支援資金 ７８件
　○教育支援資金 ３件
　○障害者自動車購入費 １件
２．被保護者等緊急援護資金(市委託) １３件

（内コロナ特例貸付７８件）
（内コロナ特例貸付９８件）

社会福祉施設・事業所等への就職を希望する方を対象に、「福祉のしごと就職
フェア・inちば」を下記のとおり開催します。求人のある社会福祉施設・事業所の
採用担当者との個別面談や福祉職場に関する相談等を行いますので、興味・関
心のある方はお越しください。

＜第４回・千葉会場＞
開催日時 令和４年１０月１日(土）

午後１時～午後４時
（午後１２時３０分から受付開始）

会　　場 市川グランドホテル ７階 黄金の間
市川市市川１－３－１８

（JR市川駅北口より徒歩３分）

＜第５回・市川会場＞

問い合わせ先
千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
電話　０４３－２２２－１２９４　（祝祭日を除く月曜日～土曜日１０時～１８時）

●Twitter　　 @oami_shakyo

※福祉会館、老人福祉センターの利用申請書をはじめ、各種申請書や書式も
ダウンロードできます。

※福祉会館までの周辺地図、駐車場のご案内も掲載しています。

●ホームページ　ＵＲＬ：http：//ｗｗｗ.oamishakyo.com
「大網白里社会福祉協議会」で検索できます。

参加費

無料
事前申込不要、
履歴書不要、
スーツ不要

令和４年度「福祉のしごと就職フェア・inちば（後期）」
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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

“おてだま”で遊ぼう！

令和4年7月

No.193ささえあう  福祉できずく  まちづくり

手芸ボランティア「十日会（とおかかい）」が、手作りの幼児用のお手玉
を市内５カ所の公立保育園と幼稚園に贈りました。ひとつひとつの色
や柄が違っていて、小さな子どもたちの手にぴったりの大きさのとて
も可愛らしいお手玉です。日本に昔から伝わるお手玉を使って、みん
なで楽しく遊んでいただきたいです。

夏休みボランティア活動体験会　～ 一緒に体験しよう！ ～　

ボランティアグループによる日頃の活動を発表。また、みなさんに体験していただく会を開催します。
（☆体験スタンプラリー　スタンプを３つ以上の方にはプレゼントがあります。）さらにパラリンピック競
技種目「ボッチャ」の体験も予定しています。

●十日会（福祉バザー用の手芸品や福祉施設等からの依頼品の製作）
●結の会（声の広報紙・声の図書づくり）
●おはなしどんどん（読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター・手遊び等）
●増穂ひまわり会（特別養護老人ホーム入居者のヘアカット）
●まきのき会（特別養護老人ホームでの包布交換）

大網白里市ボランティア連絡協議会（社会福祉協議会内）　☎０４７５（７２）１９９５

第３４期 ボランティア相談員募集
社会福祉法人 千葉いのちの電話

※コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。

日　時 令和４年８月１９日（金）１０：００～１２：００

会　場 大網白里市　保健文化センター　３階ホール

参加費 無料
対　象

応募資格

問い合わせ

問い合わせ・
申し込み先

関心のある方どなたでも参加できます。

参　加
ボランティア

グループ

①年齢２０歳以上（令和４年４月現在）　②資格・経験不問
③基礎研修講座と宿泊研修に出席できること

研修期間 令和４年１０月２６日～令和６年２月７日

応募開始 令和４年５月９日（月）

申込締切 令和４年９月９日（金）当日消印有効（応募用紙あり）

応募面接 令和４年１０月２日（日）

受 講 料 有料

第３４期ボランティア相談員募集に先立ち、下記事前説明会と講演会を行います

社会福祉法人　千葉いのちの電話　事務局（月～金　９：００～１７：００）
☎０４３（２２２）４４１６／ホームページ「千葉いのちの電話」

●事前説明会　※先着３０名
　令和４年７月６日（水）１０：００～１１：００（受付９：３０～）
　場所：ＣＩＤビル（千葉市中央区本町３－１－１６）

●公開講演会「自分をいかす」講師 常山吾郎氏
　（臨床心理士）／事前説明会　※先着３０名
　令和４年７月３１日（日）１０：００～１２：００（受付９：３０～）
　場所：ＣＩＤビル（千葉市中央区本町３－１－１６）
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