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　全国に広がりをみせる「子ども食堂」ですが、市内には我孫子・天王
台・湖北・布佐地区の４か所で、それぞれ月１～2回程度、ボランティ
アによって開設されています。
　「子ども食堂」は、家族の仕事の都合で一人食事をとる子ども達や、
地域で交流を求めている人など「食堂」を通じて地域の居場所、つなが
りを作る為に活動しており、各食堂では、無料～300円程度の低額で栄
養のある食事や温かい団欒の場を提供しています。取材させていただい
た「ふさ子ども食堂」でも、子どもと大人が和やかな時間を過ごしてい
ました。
　市社協では、平成29年度から33年度の我孫子市地域福祉活動計画の
中で、新しく「子どもの成長支援事業」に取り組んでおり、子ども食堂
や学習支援活動などのボランティア活動を積極的に支援していきます。
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子ども食堂では、食材の寄付や寄
付金など、随時受付けています。
ご協力をお願いします。
問 て・と・り・あ☎7185－5233

あびこ社協だより 福祉の街へ
みんなで子育て『子ども食堂』



※7月23日は、12時から先着15名に着付け＆希望で簡単なお化粧やネ
イルをします。浴衣は大人用を用意していますが、サイズが気になる方
はご持参ください。

我孫子市社会福祉協議会では、当事者やご家族、支えあう地域の方々が集える空間を月１回、
カフェ形式で開催しています。身近な地域とのつながりと居場所つくりのため、それぞれの
カフェで話し相手や創作活動など一緒に活動していただけるボランティアを募集していま
す！！ご興味のある方のご連絡をお待ちしています。また、お気軽にご見学ください。

地域で交流★コミュニティカフェ　ボランティア募集

現在、活躍されているボランティアさんの声

★高次脳機能障害とは･･･脳卒中や交通事故など、様々な原因で脳の
一部に損傷をきたし、体の障害とは別に、施行・記憶・行為・言語・
注意などの脳機能の一部に障害が起きた状態をいいます。
問　市社協　☎7184－1539

8月6日・9月3日（アビスタ）・10月1日
毎月第1（月）　午後1時～ 3時30分（初回のみ要申込み）

7月23日（第4週）・8月20日・9月10日・9月10日（第2週）・10月15日
毎月第3（月）　午前10時30分～午後3時（お好きな時間にどうぞ）

毎回、和気あいあ

いで、楽しくボラン

ティアをしています♪

認知症カフェで、いろんな

方とお喋りを楽しんでいま

す。元気と癒しをもらってい

るのは、私の方だと感じて

います。

参加者の笑顔を

見て、ボランティア

の一員として活動

出来る事の幸せを

感じています。

毎月、いろんな企画

があり、皆さんと一緒

に楽しい時間を過ご

すことができます♪

高次脳機能障害カフェ
「lieto」

認知症カフェ
縁が和茶屋「cocokara」

場　所　福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
参加費　300円（ワンドリンク付）
　問　　市社協☎7184－1539

lietto

縁が和茶屋

共
通

コミュニティカフェのご案内

学生
大歓迎！
（無料）
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安心とゆとりのまち　住み続続けたいまちづくり安心とゆとりのまち　住み続続けたいまちづくり

　第5次我孫子市地域福祉活動計画

（H29~33年度）にそって、各関連機関

と協力、連携を図りながら、地区社協と

共に、住民主体の「支えあい・助けあ

い」による生活課題の解決をめざし、

その為の支援事業及び関連する福祉事業

を実施していきます。

　また、将来にわたって継続可能な我

孫子市社会福祉協議会の経営を目指し、

より安定した経営基盤と執行体制の確立

に取り組みます。

平成30年度

事業計画のあらまし

❶ 広げよう、つながりの輪
❷ 学び、理解し、共にあゆむ
❸ 支援が必要な人たちを支える
❹ 一人ひとりが参加できる
　 　　　　　　仕組みづくり
❺ 安心と安全を守る取り組み

5つの基本目標5つの基本目標

です

　第５次我孫子市地域福祉活動計画の策定当初、
平成31年度に新規事業として立ち上げする予定
でしたが、『我孫子市子ども食堂ネットワーク』が
昨年発足したことから、平成29年度から実施し
ています。本年度は、歳末助け合い配分金の活用
も検討し、子ども食堂ネットワーク組織及び子ど
もの学習支援団体を支援していきます。

　住民アンケートでご意見が多かった“将来の不
安”に関する講演会を開催します。
　また、引き続き福祉に関する学習会や研修会の
講師紹介・仲介をするための情報収集を行いま
す。　

　より市民に地域の福祉情報を届けるべく、ホー
ムページのリニューアルを図ります。各担当が直
接ホームページに情報を追加し、よりスピー
ディーに、さまざまな情報提供をしていきます。

　助成する団体の見直しを行います。高齢者や障
害者、子育て支援団体等に対して、赤い羽根募金を
原資とした共同募金配分金を通じて支援すると共
に、赤い羽根募金への寄付者（市民）に対する理解
と周知を図ります。

　本年度は、第５次我孫
子市地域福祉活動計画評
価委員会を設置し、事業
の進捗状況・事業の評価
などを行っていきます。 
　また、引き続き地域住
民に対し計画の周知を図
ります。

今年度の
主な取組み

ホームページによる情報提供事業
地域福祉活動団体助成金交付事業

子どもの成長支援事業

地域福祉活動計画の推進

学習会・研修会の開催

第５次我孫子市

見直し

○○○○○○○

地域福祉
ネットワーク拠点区分 法人後見

支援センター拠点区分
共同募金

配分金拠点区分
障害者

総合支援法拠点区分 在宅福祉拠点区分 西部福祉センター
拠点区分

11,311,000円

福祉ショップ拠点区分結婚相談拠点区分貸付拠点区分 介護保険拠点区分
法人運営、地区社協、ボランティア・
市民活動、ボランティアポイント、

生活支援サービス体制
166,585,000円

法人後見
福祉サービス利用援助
18,559,000円

一般募金、
歳末たすけあい募金
9,743,000円

同行援護、居宅介護
（障害児者）、特定相談支援
13,410,000円

訪問介護、住民参加型ホームヘルプ、
移送、コミュニティカフェ
51,510,000円

西部福祉センター
40,717,000円

生活福祉資金、善意銀行
12,372,000円

居宅介護支援、
介護認定訪問調査業務
10,971,000円

結婚相談
4,089,000円

○○○○○○○

地域福祉
ネットワーク拠点区分 法人後見

支援センター拠点区分
共同募金

配分金拠点区分
障害者

総合支援法拠点区分 在宅福祉拠点区分 西部福祉センター
拠点区分

11,311,000円

福祉ショップ拠点区分結婚相談拠点区分貸付拠点区分 介護保険拠点区分
法人運営、地区社協、ボランティア・
市民活動、ボランティアポイント、

生活支援サービス体制
166,585,000円

法人後見
福祉サービス利用援助
18,559,000円

一般募金、
歳末たすけあい募金
9,743,000円

同行援護、居宅介護
（障害児者）、特定相談支援
13,410,000円

訪問介護、住民参加型ホームヘルプ、
移送、コミュニティカフェ
51,510,000円

西部福祉センター
40,717,000円

生活福祉資金、善意銀行
12,372,000円

居宅介護支援、
介護認定訪問調査業務
10,971,000円

結婚相談
4,089,000円

平成30年度総合資金収支予算書　
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法人後見支援センター拠点区分（法人後見事業、福祉サービス利用援助事業）

共同募金配分金拠点区分（一般募金配分金事業、歳末たすけあい募金配分金事業）

地域福祉ネットワーク拠点区分（法人運営事業、地区社協設置事業、ボランティ
ア・市民活動支援事業、ボランティアポイント制度事業、生活支援サービス体制事業）

障害者総合支援法拠点区分（同行援護事業、居宅介護支援事業（障害者）、特定
相談支援事業）

在宅福祉拠点区分（訪問介護、住民参加型ホームヘルプ事業、移送サービス事業、
コミュニティカフェ運営事業）

西部福祉センター運営拠点区分

貸付拠点区分（生活福祉資金貸付事業、善意銀行運営事業）

２．公益事業区分会計

介護保険拠点区分（居宅介護支援事業、介護認定訪問調査事業）

結婚相談拠点区分

３．収益事業区分会計

福祉ショップ拠点区分（福祉ショップ事業、自動販売機設置事業）

17,343,892

15,024,812

3,039,947

3,272,072

5,836

484,844

5,693,431

375,618,479

348,156,189

177,263,893

15,053,014

9,845,642

29,390,242

67,040,739

360,525,736

332,152,379

163,394,329

16,093,940

9,849,533

28,162,645

64,563,238

32,436,635

31,028,622

16,909,511

2,231,146

1,945

1,712,441

8,170,932

1,526,921

1,001,761

728,295

394,598

333,697

1,590,785

1,590,785

37,655,672

11,906,987

16,967,532

12,929,852

4,037,680

10,494,758

10,494,758

38,072,455

12,016,239

16,321,522

12,541,868

3,779,654

12,051,835

12,051,835

1,110,138

892,509

1,374,305

782,582

591,723

33,708

33,708

経理区分

総 合 計

（単位：円）平成 29 年度　決算報告

１．社会福祉事業会計

前期末支払金残高
（1)

収入計
⑵

支出計
⑶

当期末支払資金残高
⑴＋⑵－⑶

平成29年度　事業報告
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●市社協設立50周年記念事業
　　我孫子市福祉大会の開催

　地域福祉の推進にご尽力いただいております地
域住民・関係諸団体の皆様に支えられ50周年を迎
える事ができました。これを記念して皆様に感謝
申し上げるとともに、今後も皆様と共に地域福祉
の一層の充実をめざす機会として12月2日㈯福祉
大会を開催いたしました。参加者：約550名（表
彰者：162名）

●第５次我孫子市地域福祉活動計画の推進
　計画書及び計画概要版を作成し、関係各所に配
布しました。また、講演会（2回）や活動計画の
説明会（5回）を実施するなどし、本会の活動へ
の理解と活動計画への周知を図りました。

●あんしんカード配布事業
　あんしんカードを全戸配布している自治会に『あ
んしんカード紹介ＤＶＤ』を配布しました。
また、3年に１度の更新時期となり、ご利用いた
だいている方にオレンジ色の新しいカードを配布
し、情報更新を図りました。

●自治会活動支援事業（新規事業）
　日赤合同説明会（案）に対するアンケートの実
施や社協団体会員（自治会）アンケート　「他の
自治会に聞いてみたいこと」などを行い、自治会
活動の情報収集に努めました。

●我孫子市結婚相談所
　市の協力も得て事業の運営を行っています。平
成29年度は、結婚成立件数も増え、11組となり
ました。

●ボランティア市民活動情報提供事業　
　ザ・てとりあ・タイムズの発行（新規事業）
ボランティアや市民活動を、もっと身近なものに
感じ興味を持っていただけるよう、毎月20日に発
行し、市内公共近隣センター等の掲示板などに掲
示しています。（12回発行）

●短時間サービス事業（仮称：ミニお助け隊）（試行事業）

　6月1日から試験運用として、「ちょっとした困
りごと」や「不便を感じる簡単な作業」をワンコ
イン（30分ごとに500円）で行い、今後の事業実
施に向けた検討を行いました。

○○○○○○○

地域福祉
ネットワーク処点区分 法人後見

支援センター処点区分
共同募金

配分金処点区分
障害者

総合支援法処点区分 在宅福祉処点区分 西部福祉センター
処点区分

11,311,000円

福祉ショップ処点区分結婚相談処点区分貸付処点区分 介護保険処点区分
法人運営、地区社協、ボランティア・
市民活動、ボランティアポイント、

生活支援サービス体制
166,585,000円

法人後見
福祉サービス利用援助
18,559,000円

一般募金、
歳末たすけあい募金
9,743,000円

同行援護、居宅介護
（障害児者）、特定相談支援
13,410,000円

訪問介護、住民参加型ホームヘルプ、
移送、コミュニティカフェ
51,510,000円

西部福祉センター
40,717,000円

生活福祉資金、善意銀行
12,372,000円

居宅介護支援、
介護認定訪問調査業務
10,971,000円

結婚相談
4,089,000円



※7月23日は、12時から先着15名に着付け＆希望で簡単なお化粧やネ
イルをします。浴衣は大人用を用意していますが、サイズが気になる方
はご持参ください。

我孫子市社会福祉協議会では、当事者やご家族、支えあう地域の方々が集える空間を月１回、
カフェ形式で開催しています。身近な地域とのつながりと居場所つくりのため、それぞれの
カフェで話し相手や創作活動など一緒に活動していただけるボランティアを募集していま
す！！ご興味のある方のご連絡をお待ちしています。また、お気軽にご見学ください。

地域で交流★コミュニティカフェ　ボランティア募集

現在、活躍されているボランティアさんの声

★高次脳機能障害とは･･･脳卒中や交通事故など、様々な原因で脳の
一部に損傷をきたし、体の障害とは別に、施行・記憶・行為・言語・
注意などの脳機能の一部に障害が起きた状態をいいます。
問　市社協　☎7184－1539

8月6日・9月3日（アビスタ）・10月1日
毎月第1（月）　午後1時～ 3時30分（初回のみ要申込み）

7月23日（第4週）・8月20日・9月10日・9月10日（第2週）・10月15日
毎月第3（月）　午前10時30分～午後3時（お好きな時間にどうぞ）

毎回、和気あいあ

いで、楽しくボラン

ティアをしています♪

認知症カフェで、いろんな

方とお喋りを楽しんでいま

す。元気と癒しをもらってい

るのは、私の方だと感じて

います。

参加者の笑顔を

見て、ボランティア

の一員として活動

出来る事の幸せを

感じています。

毎月、いろんな企画

があり、皆さんと一緒

に楽しい時間を過ご

すことができます♪

高次脳機能障害カフェ
「lieto」

認知症カフェ
縁が和茶屋「cocokara」

場　所　福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
参加費　300円（ワンドリンク付）
　問　　市社協☎7184－1539

lietto

縁が和茶屋

共
通

コミュニティカフェのご案内

学生
大歓迎！
（無料）
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安心とゆとりのまち　住み続続けたいまちづくり安心とゆとりのまち　住み続続けたいまちづくり
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子市地域福祉活動計画評
価委員会を設置し、事業
の進捗状況・事業の評価
などを行っていきます。 
　また、引き続き地域住
民に対し計画の周知を図
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今年度の
主な取組み

ホームページによる情報提供事業
地域福祉活動団体助成金交付事業

子どもの成長支援事業

地域福祉活動計画の推進

学習会・研修会の開催

第５次我孫子市

見直し

○○○○○○○
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訪問介護、住民参加型ホームヘルプ、
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居宅介護支援、
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平成30年度総合資金収支予算書　
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平成３0 年 7 月１日発行
 社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

日時　毎月第４木曜日　午前9時45分～11時30分
（7/26、8/23、9/27、10/25）
場所　近隣センターふさの風
対象　未就園児の親子
参加費　無料（申込不要）
問　下記共通

日時　8月1日㈬午後5時30分～
※曇天−雨天時は8日㈬
場所　布佐小学校
対象　どなたでも
参加費　無料　問　下記共通

日時　9月1日（土）午前11時～
場所　布佐南近隣センター
対象　ハンディを負った方
参加費　100円

　問　（※共通）布佐地区社協
　☎7189-2119
　（月～金　午前9時～午後4時）

日時　9月11日（火）午後1時30分～4時（最終受付3
時30分）
場所　新木近隣センター
内容　渡部佳代子さん（介護福祉士）による講演と軽
い体操（先着30名）、ベビーマッサージ（要事前予約10
組400円）、足うらマッサージ（参加費500円）、脳内
元気度測定（先着20名）健康チェック、体力測定、血
管年齢、保健師による健康相談など
参加費　無料（一部有料）
問　湖北地区社協☎7187-2551（月～金 午前9時30
分～午後4時30分）

福祉イベント・催し物

匿名 ／ 中込久子 ／ 特定非営利法人 デイ
ヘルプ ／ 中央学院高等学校 ／ あびこ市民
クリスマス実行委員会（指定寄付） ／ NPO
住みたいまちづくりの会 ／ 香江木蘭太極

皆様からの温かい善意に感謝申し上げます。
平成30年2月～4月まで（受付順・敬称略）

善意の報告

7月 27日 相談日：毎月第4金曜日／ 
　　　　午後１時30分～４時30分 
　　　 （前日までに要予約）１日３組 
　　　 （先着順、相談時間１組１時間）
問：市社協☎7184-1539
ysupport@abiko-shakyo.com

8月 24日
9月 28日

10月 26日

　昨今、小さな子どもが巻き込まれる痛ましい事件
が多発しています。守られるべき小さな命を、守るべ
き大人の手によって事件は起きています。
　地域の見守りで救える命はたくさんあります。ぜひ、
皆様の地域の見守りによって大切な命を守りましょ
う。また、地域コミュニティー活動を活性化し、犯罪
のない安全な地域にしていきましょう。

　本会では、〝安心とゆとりのまち 住み続けたいまち
づくり〟を実現するために、子どもから高齢者までを
対象とした様々な事業を展開しています。皆様からの
会費は、地域福祉を推進するための大きな原動力です。
多くの皆さまに本会の活動をご理解いただき、会員
加入のご協力よろしくお願いいたします。

編集後記

　　会員の種類と会費（年額）
団体会員　一世帯　　200円

（自治会ごとに、ご加入いただいています）

賛助会員　一口　　1,000円
特別会員　一口　　5,000円
法人会員　一口　 10,000円

成年後見制度に関する弁護士相談

湖北地区社協

　秋の健康まつり

星空ウォッチング

Leo

布佐地区社協

すくすくほっとひろば

手作りピザ教室

社会福祉協議会
会員ご加入のお願い

お
願
い
し
ま
す




