
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）

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　加藤　源一（かとう　げんいち）

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

誤）令和4年度決算　　正）令和3年度決算

第193号の3ページ決算報告におきまして、下記のとおり誤記がございました。お知らせしますとともに、
謹んでお詫び申し上げ、訂正させていただきます。

お
詫
び

　くすくすひろば（子育てサロン）
に参加しているお母さんたちが、
高齢者施設でヘアカットを行うボ
ランティアグループ「増穂ひまわり
会」の美容師さんから、お子さんた
ちのヘアカットを行う際のポイン
トを教えてもらいました。
　カット中は緊張していたお子さ
んたちも、カットしてもらった後は、
お母さんの「かわいくなったよ」の言
葉に、ニコッと笑顔になりました。

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

✂　子育てサロンで子どものヘアカット講習　✂

令和４年９月

No.194ささえあう  福祉できずく  まちづくり

　社会福祉協議会が2021年３月に発行した高齢者お役立ち手帳「こすもす手帳」の内容を更新し、
ホームページで公開しています。家事や外出が難しくなった高齢者の皆さんが、自宅に居ながら受け
られる、思いやりのサービスが豊富に掲載されています。
是非ご活用ください。

【掲載されている主な内容】
弁当や食料品の配達･移動販売、日用品･灯油の配達、買い物送迎･外出支援、家事支援･生活支援、理
美容サービス、クリーニング集配、自転車や自動車の修理、趣味･健康づくり･居場所、見守りサービ
ス、医療機関の情報、公共のサービス　等
※こすもす手帳が必要な方は、社会福祉協議会までご連絡ください。

※大網白里市社会
　福祉協議会の
　ホームページで
　ご覧いただけます。

大網白里市社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５問い合わせ

高齢者お役立ち情報誌「こすもす手帳」をご利用ください
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　区・自治会にご協力をいただき、戸別募金・法人募金・街頭募金・職域募金などさまざまな運動を展開しております。
　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社会福祉施設や団体、
市町村社会福祉協議会などに配分され、福祉の推進に役立てられています。
　募金の約70％は大網白里市のために、残りの約30％は千葉県内の高齢者・障がい者施設への助成、
大規模災害のための積立金、災害見舞金として使われています。
　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。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、赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします。

善意のご寄付に心から感謝申し上げます
令和４年２月１日～令和４年７月３１日まで（敬称略・順不同）

金  銭

物  品

連　光代 18,000円 ボランティア青空 3,983円
ハートアンドハート 3,150円 (有)ビ・ドリーム・ジャパン 1,667円
十日会 57,030円 楊名時太極拳北村教室同好会 47,216円
(有)セーワ住設 200,000円 故　今井　久美子 50,000円
髙山　義則 120,000円 大網白里市郷土芸能保存会 3,355円
匿名１名 5,000円 募　金　箱 28,620円
   合計 538,021円
プルトップ・使用済切手・毛糸・布地

福祉バザーへの物品提供をお願いします
　社会福祉協議会では、令和４年１０月２９日（土）に開催される産業文化祭で「福祉バザー」を行います。
　ご提供していただける品がありましたら、社会福祉協議会までご提供くださるようお願いします。
　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下さい。

【 受付期間 】　令和４年９月１日（木）～１０月１4日（金）
　　　　　　  午前９時～午後５時　※土曜日・日曜日・祝祭日 は除く

　認可保育所（園）・児童福祉施設・放課後児童クラブ等の求人内容や職場の説明を行います。
　スーツ不要　ぜひ私服でお越しください。生徒・学生・シニアの来場大歓迎！！　
　　　　令和４年９月４日（日）
　　　　１３：００～１６：００（１２：３０より受付開始）
　　　　京成ホテルミラマーレ　６階ローズルーム
　　　　千葉市中央区本千葉町１５－１
　　　入場無料・入退場自由・事前申込不要・履歴書不要
　※荒天時やコロナウイルス感染症等の状況により、中止または延期の可能性がありますので
　　ご参加いただく際には必ずHPでご確認のうえ、ご来場ください。　

　　　　　　 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
　　　　　　 ちば保育士・保育所支援センター
　　　　　　 TEL　０４３（２２２）２６６８　　　FAX　０４３（２２２）０７７４
　　　　　　 〒260-0015　千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル３F
　　　　　　 https//www.chibahoiku.net/

社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５問い合わせ

令和４年度第１回
「保育de就職！@千葉　保育のしごと就職フェスタ

日　時

会　場

問い合わせ

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‼
赤い羽根は、私たちの町で困っている人たちの支援に使われます

赤い羽根募金は、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。

自分の町を良くするしくみ

　共同募金運動は、戦後間もない昭和22（1947）年に、「国民たすけあい運動」として始まりました。
　当初は戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律（現在の「社会福祉法」）に基づき、
地域福祉の推進のために活用されてきました。
　社会の変化のなか、共同募金は誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題
解決に取り組む民間団体を支援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として取り組まれています。

募金 助成

みなさまの募金が 　色々な支援に形を変えて

　大網白里市では、大網白里市社会福祉協議会が窓口となり、「千葉県共同募金会大網白里市支会」を設置し、毎年10月1
日より「赤い羽根共同募金運動」を、12月1日より「歳末たすけあい募金運動」を行っています。

●赤い羽根共同募金運動

　　　　　　　　　　　対　　　　　象
地域の各世帯にお願いしています。（区・自治会）
スーパーマーケットなどの集まる場所で募金をお願いしています。
企業やお店に募金をお願いしています。
学校で児童、生徒の皆さんに募金をお願いしています。
企業や市職員の皆さんに募金をお願いしています。

募 金 種 別
戸 別 募 金
街 頭 募 金
企業・個人商店等募金
学 校 募 金
職 域 募 金

令和３年度に大網白里市社会福祉協議会に助成された5,922,000円は、下記の事業に役立たせていただきました。

また、募金活動終了後、区・自治会を通じて募金実績などの報告も回覧しております。

（中央共同募金会のWEBサイト）

●各事業の内訳額
高齢者福祉事業 474,000円
・ふれあいいきいきサロン活動の推進
児童福祉事業 39,000円
・子育てサロン活動の推進
広報・調査事業 1,197,732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 4,211,268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
・在宅福祉サービス事業の推進

　共同募金の使いみちは、中央共同
募金会のホームページ「はねっと」
で公開されています。
　詳しくは、こちらをご覧ください。

千葉県共同募金会
マスコット「びわぴよ」
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られる、思いやりのサービスが豊富に掲載されています。
是非ご活用ください。

【掲載されている主な内容】
弁当や食料品の配達･移動販売、日用品･灯油の配達、買い物送迎･外出支援、家事支援･生活支援、理
美容サービス、クリーニング集配、自転車や自動車の修理、趣味･健康づくり･居場所、見守りサービ
ス、医療機関の情報、公共のサービス　等
※こすもす手帳が必要な方は、社会福祉協議会までご連絡ください。

※大網白里市社会
　福祉協議会の
　ホームページで
　ご覧いただけます。

大網白里市社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５問い合わせ

高齢者お役立ち情報誌「こすもす手帳」をご利用ください
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