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（単位:円）

24，２90，082

第172号 まつど社協だより

　コロナ禍にあっても季節はめぐり、 木々の緑も深まり菖蒲や
紫陽花などの花々に心が和みます。２1 世紀の森と広場の 「緑と森の
フェスティバル22」 を皮切りに地域でもさまざまなイベントが開催されています。
　馬橋地区社協は、３年ぶりにグラウンドゴルフ大会を開催しました。屋外ス
ポーツのグラウンドゴルフに感染対策を万全に練習をしてこられた方たちのパ
ワーに驚き、皆さんの笑顔が素敵でした。 人と人との交流の大切さを学ぶ機会
ともなりました。 コロナ感染の不安の日々を生き延びてきたことでこの際全く
新しいことに挑戦したいと思っていますが、 模索中です。
　一日も早く日常が戻ってくることを願っています。  広報宣伝委員　岩田　幸子
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

【広 告】

12022年（令和4年）7月15日

点字版「まつど社協だより」は松戸市社協カウンターなどにて掲出しています。 まつど社協だよりは、町会・自治会を通じて市内全戸配布しています。

皆様からいただいた一般会費300円（一世帯あたり目安）の使い道

地区社協運営のため
7％

・ふれあい会食会
・高齢者向けサロン
・子育て世帯向けサロン
・地域の支えあい活動
・地域住民の交流活動
・防災活動　　　など

地区社協の各事業
活動への助成 
      81％　広報活動助成金

12％

一般会費計
26,399,203 円

モバイル版はこちら！

【問合せ】　松戸地区推進委員会事務局　　　　　　　
（松戸市役所地域福祉課）☎047（366）3019

①“もったいない”を集める

②“ありがとう”につなげる

　安全に食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう
食品が  “ありがとう” に変わる支援の輪が広がってい
ます。松戸市社会福祉協議会（以下、市社協）では、
家庭で眠っている食品を支援が必要な人に無償で提供
するフードバンクを行っています。「お中元やお歳暮
をいただいたけれど、一人じゃ食べきれない」「うっ
かり同じものを購入してしまった」このように処分す
るには “もったいない” 食品が家庭に眠っていません
か？ぜひ市社協へお持ちください。
　令和３年度は「困っている人の力になれたら」と例
年より多くの寄付をいただきました。集まった食品は
市内で食料を必要としている世帯や子ども食堂、千葉
県域でフードバンク活動を行っているフードバンクち
ばなどに提供しました。
　今後も善意でいただいた食品を有効活用し、地域の
団体と連携しながら、事業をすすめていきます。

　年間を通して寄付を受け付けています。寄付し
たい食品を下記窓口までお持ちください。フード
バンクで扱っている食品は、さ
まざまです。レトルト食品やイ
ンスタント食品、災害備蓄品な
どが喜ばれます。食品の詳細は
QR コードをご覧ください。

　集まった食品は地域の福祉団体と協力し、食料
を必要とする人にお渡ししています。昨年はお米
の寄付を多数いただき、子育て支援団体などに提
供しました。おかげで子どもたちにご飯を届けら
れた、と喜びの声が届いています。今後も松戸の
資源は松戸で活用できるよう、子ども食堂や NPO
など地域のネットワークと連携していきます。　

　市社協では車いすの貸出事業を無料で行っています。昨年度
は市民の皆さんや市内の福祉施設、学校、ワクチン接種会場な
どに合計 241 件の貸し出しを行いました。
　  「病気や怪我など一時的に車いすが必要になった」   「外出の
際に歩行が不安なので利用したい」など、利用者の目的はさま
ざまです。
　松戸市在住の人は誰でも利用可能です。貸出期間は1か月ま
でです。ぜひ、ご利用ください。

　ボランティアカレッジは、「ボランティア活動を始めたい」  
「もう一度ボランティアについて学びたい」「地域の中で仲間
を見つけたい」そんな人たちが集まり、座学や施設などでの体
験を通して、 自分に合ったボランティア活動を見つけていく講
座です。
　令和 2 年度は、新型
コロナウイルス感染拡
大の影響により、開催
中止となりましたが、  
令和３年度は、 21名の
参加があり、無事に修
了式を迎えることがで
きました。 

青い旗が目印です。

更生ペンギンの
ホゴちゃん

７月は“社会を明るくする運動”強調月間     
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

【問合せ】　地域福祉推進課　☎047（710）2341

【問合せ】　ボランティア推進課　☎047（362）5963

【問合せ】　管理課　☎047（368）0928

令和3年度決算報告
収入(内部取引除く)　① ７３８，９７４，５８７
内部取引　②
収入合計　（①+②） ７６３，２６４，６６９
支出合計（内部取引含む） ７７３，０５４，９８０
地域福祉推進課事業 
地区社協支援事業／結婚50年祝賀事業／福祉カー（車両）貸出事業
福祉教育推進事業／高齢者支援連絡会事業／あんしん生活支援事業
災害ボランティアセンター事業／ハートフル交流会事業
ボランティア推進課事業 
ボランティアセンター事業／介護支援ボランティア事業
オレンジ協力員推進事業／ふれあいサービス事業
訪問型生活支援・困りごとサービス事業
まつどファミリー・サポート・センター事業／養育支援訪問事業
生活相談課事業 
福祉相談事業／日常生活自立支援事業／無料職業紹介所事業
生活困窮者対策事業／法外援護金事業／交通遺児対策事業
生活保護費一時貸付事業／フードバンク事業
松戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関事業
管理課 
法人運営／地域福祉活動計画推進委員会の開催
松戸市福祉大会の開催／地域福祉フォーラムの開催
企画広報事業／役員・職員研修事業／共同募金等の配分事業
多世代まるごと居場所づくり事業／会費関連事業
寄付助成事業／収益事業

　令和3年度松戸市社会福祉協議会の活動の中から、一部を紹介します。

　車椅子の貸出を行いました

♥ボランティアカレッジ2021ご報告♥

【貸出実績】

平成29年度   平成30年度    令和元年度      令和2年度 令和3年度

      207件    222件    215件    157件     241件

フードバンクの役割

428,924,431
29,034,573
457,959,004
456,952,921
94,789,944

77,650,325

143,841,423

 

140,671,229

フードバンクの流れ

【窓 　 口】　松戸市社会福祉協議会 
　　　　　　松戸市上矢切299-1
　　　　　　総合福祉会館内
　　　　　   ☎ 047（368）0503
【開所時間】　平日8:30～17:00

家庭で眠っている食品を 福祉団体を通じて
地域の必要な人へ

集めて
松戸市社会福祉協議会

　ハンドマッサージを学んだあと市内のデイサービスで実践します。

夏休みこどもボランティア体験教室2022

【日時・会場】　・７月29日（金）12:00～16:00
           　　　 　 古ヶ崎市民センター（集合）
　　　　　　      秋桜ヴィレッジ古ケ崎デイサービスセンター
　　　　　　　・８月23日（火）12:15～16:00
　　　　　         新松戸市民センター（集合）
　　　　　　　  生活クラブ風の村デイサービスセンター新松戸　
【対　　　象】　小学生～18歳   【定　員】　各10名（先着順）   【参加費】　無料
【申込・問合せ】　ボランティアセンター　☎047（362）5963

心をこめたハンドマッサージでみんなを笑顔に

ご協力いただき
ありがとう
ござ いました。

　犯罪や非行をした人の更生についてみ
んなで考え、犯罪や非行が起きない安全で
安心な明るい社会をつくろうという、全国
的な運動です。
　運動の期間は毎年7月1日から7月31日
までの1か月間です。みんなで社会を明る
くしましょう。

Matsudo City Council of Social Welfare

発行 社会福祉法人松戸市社会福祉協議会 〒271-0094 299-1 (総合福祉会館内） 047（368）0503 FAX 047（368）0203

NO.172
松戸市上矢切 編集 広報宣伝委員会

松戸市社協のフードバンク事業を
紹介します
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ふれあいサービス協力会員・

まっころん♥ふれあいまち歩き、次回は明第 2 東地区に行きます。 研修会・説明会などは新型コロナウイルス感染予防対策（消毒の徹底、３密回避など）を実施して開催します。

寄付金（737,001円）  
松飛台工業会、山内昭七、一般財団法人慈悲の会、ハッピーワーク 八島三男、
医療法人徳洲会千葉西総合病院、関口英雄、匿名5名
使用済み切手 　   
桜友会、高塚団地友の会、カーブス五香、砂金幸子、牧之原団地二街区住宅自治会、宮本香奈子、
内田陽子、高橋工業所、第2いぶき広場、小金原7丁目西茜会、小林登久子、稲岡伸穂、
たむさんスマイル、渡長総合防水、塩原靖之、明尽苑、早川佑子、住友生命保険相互会社、
高木厚人、山寿会、松川正、武井きぬえ、髙橋正、中田瑛子、松戸市教育財務課、実籾繁、若月直江、 
古瀬千明、神田八重子、明第1地区社会福祉協議会、ひまわりグループ、入倉れい子 、渡辺よね子、
松戸市国民健康保険課、浦上妙子、松戸小金原教会、牧の原ひまわりクラブ、大蔵保険センター、
松戸市国保年金課、武田美利、小金原保育の会幼児教室くるみえん、河南環境美化の会、
五香南町会、石井英子、松川千佐子、小金の緑と文化財を守る会、明治安田生命保険相互会社、 
田口徳二、清水輝雄、特別養護老人ホームマーシイヒル、介護老人保健施設 島村洗心苑、

特別養護老人ホーム緑風園、渡辺静子、チャレンジドオフィス、井上都、前田一夫、渡邊利加、
東京自動車工業所、加藤正信、東和オート 、望月洋子、佐藤麻美、佐藤登志子、金井文彦、
イサニ友子、有賀八江子、浅野薫、田巻洋子、和田育子、鵜池敏子、渡来𠮷孝、根本絹枝、竜口春代、
竜口まゆみ、佐藤とし子、加藤八重子、川上光子、奥山隆憲、山下初江、関口つや、後藤修蔵、
グループホームむつみ、ニコニコクラブ、六二シニアクラブ、平和台クラブ、つばさの会、芹澤商店、
千葉白報会、近藤順子、匿名7名  
未使用切手・未使用はがき・書き損じはがき
渡長総合防水、山寿会、入倉れい子、佐藤登志子、後藤修蔵、根本絹枝、匿名3名、 
食品（フードバンク）       
田中勇輝、佐川昭夫、澤口義明、小松京子、小山朋子、宮澤省一、松戸ニッセイエデンの園、
高山貴代美、関口英雄、カトリック松戸教会、鈴木唯史、加藤和子、湯浅千恵子、篠原司、眞隆寺、
匿名42名

寄付ありがとうございます

まっころん ふれあいまち歩きふれあいまち歩き
東部地区社会福祉協議会

福祉教育推進事業 坂の下のうきうきハウス　うきうきフェスタ2022

みんなで遊ぼう！親子で楽しむちびっこフェスティバル

手紙と花、ネットでつながる福祉の輪 誰もが気軽に訪れる場所へ

福祉なんでも相談のお知らせ

福祉のしごと就職フェア・inちば

第2の人生は
ボランティア生活を始めませんか？

【問 合 せ】　松戸市高塚新田 494-9　東部市民センター内　☎047（391）6581　FAX047（703）8866
【開所時間】　9:30～16:30　【休館日】　土日祝第4月曜日

【問合せ】　代表 小塚　☎080（5873）6422

　市内3か所で相談できる居場所「福祉なんでも相談」を開設しています。自分
のこと・家族のこと・その他心配ごとを温かな雰囲気の中で相談できます。
　ぜひ、ご利用ください。

♥福祉なんでも相談は、福祉相談員として委嘱された
　　　　地域の民生委員が相談に応じています♥

※新型コロナウイルスの影響で、日程が変更になる
　ことがあります。　　

　東部地区社会福祉協議会（以下、地区社協）は梨香台団地のすぐ近くにある東部市民センターの4階に
あります。会長の𠮷澤さんからちびっこフェスティバルへよんでもらったまっころん。2年ぶりのイベン
トを地域の人と一緒に楽しんできました。

今日は誘ってくれてありがとう！コロナ禍での開催は準備も大変だったんじゃないかな。

来場者に安心していただけるよう、開催に向けて人の密集をどう避けるか大変悩みました。募集は QR コー
ドを用いた Web 申込みをしてもらい、時間で区切る三部制の入れ替え方式で人数制限を図りました。

それにしてもたくさんの催し物があるね。このイベントではどんなことができるの？

今日は工作、バルーンアート、絵本の読み聞かせなど親子で一緒に楽しめるものの他に、パンの販売やお
もちゃの病院さんによる壊れたおもちゃの修理など、たくさんのことをやっています。このイベントは新
型コロナウイルスが猛威を振るった時期を除いて毎年開催していますが、地域の親子とのふれあいや子ど
もたちの成長が見られることにやりがいと楽しさがありますね。

大人も子ども楽しめるから、来年の開催がもう待ち遠しいね！

　　歳以上の人が社会参加と健康増進を目的として行うボラン
ティア制度です。高齢者施設・障がい者施設・放課後児童クラブ
などで活動するとポイントがもらえます。貯めたポイントは、交
付金または障がい者施設の商品と交換する
ことができます。話し相手や将棋の相手、
洗濯物の整理など自分でできることから選
んで活動します。

下記の登録説明会にご参加ください。
（いずれか l 日）

【問合せ】　生活相談課　☎047（368）0349

　「お話することが好き」「地域活動に興味がある」という人、下
記の研修を受講し、地域で困っている人のちからになりませんか。

①ふれあいサービス…高齢や障がいにより家事や通院で困ってい
　る人を支える有償ボランティアです。
②訪問型生活支援・困りごとサービス…「要支援1・2」または「事
　業対象者」へ主に掃除や調理などを行う介護保険のサービスで
　す。市社協の非常勤職員として活動します。
※8/18（木）の研修を受講して登録すると①、②両方の担い手にな
　れます。

　社会福祉施設・事業所などへ就職を希望する人を対象に、採用
担当者との個別面談や福祉現場に関する相談などを行います。

【参加費】　無料（事前申込不要、履歴書不要、スーツ不要）

福祉教育ってどんなことをしてるの？

学校と地域が一緒となり福祉に係る
活動をします。東部地区は福祉教育
推進団体として指定されています。
地域の学校の生徒、高齢者施設、地
区社協、住民の方たちと、コロナ禍
であってもお互いに心の通う機会を
もてるように試行錯誤をしながら事
業を進めています。

そうなんだ！実際になにをしたのかも知りたいな。

子どもたちが、地域の高齢者施設に入居している方々のために、
年賀状の作成とアイスチューリップの苗を育ててくれまし
た。また、オンライン会議アプリ Zoomを活用し、子どもたち
と施設利用者が顔と顔の見える交流を実施しました。東部地区
社協が学校と高齢者の橋渡し役となっています。

スタッフ 東部地区としては初めての、地域
の誰もが自由に楽しく使える場所
として開放しています。ゲーム、
音楽、会議など、さまざまな用途
で使うことができます。毎週土曜
日には地域の方が野菜の販売もし
ているんですよ。

𠮷澤さん

𠮷澤さん

スタッフ どのようなところか見ていただきたく開催しました。キッチン
カーや焼き芋の試食もしましたが、これは初めての試みです。
お出かけするのも難しい時勢ですが、このイベントがきっかけ
となって、ここに来て交流を深めてもらいたいですね。

浮ケ谷さん

まっころんも楽しみました！

約160名の参加がありました

生徒たちが育ててくれました
野菜販売も賑わっていました

第８回『東部地区』
　松戸市社協のマスコットキャラクター「まっころん」がまちを歩いて、
地域のみんなとふれあいます。
　今回は新しく建てられた複合施設「ひがまつテラス」をはじめ、これか
らの発展が期待される東部地区に出かけてみました。

はじめての成年後見制度

電話専用ダイヤル
第1・4金曜日・毎週水曜日

☎047（368）1333

　  時　間

【日時・会場】
　・8月26日  （金）10:30～11:30小金市民センター　
　・9月15日  （木）13:30～14:30馬橋市民センター
　・10月14日（金）13:30～14:30新松戸市民センター
【持　物】　ボールペン
【対　象】　松戸市在住で65歳以上の人
【申　込】　ボランティア推進課　
　　　　　☎047（362）5963

【日　時】　10月20日（木）13:30～15:00
【会　場】　松戸市民会館301会議室（松戸1389-1）
※会場参加の他、オンライン配信を予定しています。
【内　容】　演劇による事例紹介と専門職による制度説明
【定　員】　50名（先着順　9月22日締切）
【費　用】　無料
【その他】　手話通訳・要約筆記あり
※詳細については後日、市社協ホームページなどでお知らせします。
【問合せ】　松戸市成年後見支援センター　☎047（710）6676

【日　時】　8月18日（木）9:30～16:30
【会　場】　松戸市社会福祉協議会 
　　　　　 第1・2ボランティア室
【持　物】　筆記用具・弁当・登録料1,000円

【申　込】　ふれあいサービス　☎047（368）2941
【問合せ】　千葉県社会福祉協議会　
　　　　　千葉県福祉人材センター　☎043（222）1294

介護支援ボランティア

訪問型元気応援サービス実務者 研修のお知らせ

～演劇でわかりやすく学ぼう～

10:00 ～
　　　15:00

　  日　時
８月21日（日）
13:00～16:00
10月１日（土）
13:00～16:00

　 　　　　　  会　場
ホテルポートプラザちば２階　ロイヤル
JR千葉みなと駅より徒歩１分
市川グランドホテル７階　黄金の間
JR市川駅北口より徒歩３分

　65

大人も子どもも、みんなが一緒に楽しんでいるんだね。

イベントも賑やかで良いね！

（3月 1日～5月 31 日）

訪問型元気応援サービス実務者 研修のお知らせ

　　　  会　場

松戸市社会福祉協議会

六実支所

小金原市民センター

　  曜　日

第1・4金曜日
毎週水曜日

第1火曜日

第1木曜日

オーナー

浮ケ谷さん
オーナー
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ふれあいサービス協力会員・

まっころん♥ふれあいまち歩き、次回は明第 2 東地区に行きます。 研修会・説明会などは新型コロナウイルス感染予防対策（消毒の徹底、３密回避など）を実施して開催します。

寄付金（737,001円）  
松飛台工業会、山内昭七、一般財団法人慈悲の会、ハッピーワーク 八島三男、
医療法人徳洲会千葉西総合病院、関口英雄、匿名5名
使用済み切手 　   
桜友会、高塚団地友の会、カーブス五香、砂金幸子、牧之原団地二街区住宅自治会、宮本香奈子、
内田陽子、高橋工業所、第2いぶき広場、小金原7丁目西茜会、小林登久子、稲岡伸穂、
たむさんスマイル、渡長総合防水、塩原靖之、明尽苑、早川佑子、住友生命保険相互会社、
高木厚人、山寿会、松川正、武井きぬえ、髙橋正、中田瑛子、松戸市教育財務課、実籾繁、若月直江、 
古瀬千明、神田八重子、明第1地区社会福祉協議会、ひまわりグループ、入倉れい子 、渡辺よね子、
松戸市国民健康保険課、浦上妙子、松戸小金原教会、牧の原ひまわりクラブ、大蔵保険センター、
松戸市国保年金課、武田美利、小金原保育の会幼児教室くるみえん、河南環境美化の会、
五香南町会、石井英子、松川千佐子、小金の緑と文化財を守る会、明治安田生命保険相互会社、 
田口徳二、清水輝雄、特別養護老人ホームマーシイヒル、介護老人保健施設 島村洗心苑、

特別養護老人ホーム緑風園、渡辺静子、チャレンジドオフィス、井上都、前田一夫、渡邊利加、
東京自動車工業所、加藤正信、東和オート 、望月洋子、佐藤麻美、佐藤登志子、金井文彦、
イサニ友子、有賀八江子、浅野薫、田巻洋子、和田育子、鵜池敏子、渡来𠮷孝、根本絹枝、竜口春代、
竜口まゆみ、佐藤とし子、加藤八重子、川上光子、奥山隆憲、山下初江、関口つや、後藤修蔵、
グループホームむつみ、ニコニコクラブ、六二シニアクラブ、平和台クラブ、つばさの会、芹澤商店、
千葉白報会、近藤順子、匿名7名  
未使用切手・未使用はがき・書き損じはがき
渡長総合防水、山寿会、入倉れい子、佐藤登志子、後藤修蔵、根本絹枝、匿名3名、 
食品（フードバンク）       
田中勇輝、佐川昭夫、澤口義明、小松京子、小山朋子、宮澤省一、松戸ニッセイエデンの園、
高山貴代美、関口英雄、カトリック松戸教会、鈴木唯史、加藤和子、湯浅千恵子、篠原司、眞隆寺、
匿名42名

寄付ありがとうございます

まっころん ふれあいまち歩きふれあいまち歩き
東部地区社会福祉協議会

福祉教育推進事業 坂の下のうきうきハウス　うきうきフェスタ2022

みんなで遊ぼう！親子で楽しむちびっこフェスティバル

手紙と花、ネットでつながる福祉の輪 誰もが気軽に訪れる場所へ

福祉なんでも相談のお知らせ

福祉のしごと就職フェア・inちば

第2の人生は
ボランティア生活を始めませんか？

【問 合 せ】　松戸市高塚新田 494-9　東部市民センター内　☎047（391）6581　FAX047（703）8866
【開所時間】　9:30～16:30　【休館日】　土日祝第4月曜日

【問合せ】　代表 小塚　☎080（5873）6422

　市内3か所で相談できる居場所「福祉なんでも相談」を開設しています。自分
のこと・家族のこと・その他心配ごとを温かな雰囲気の中で相談できます。
　ぜひ、ご利用ください。

♥福祉なんでも相談は、福祉相談員として委嘱された
　　　　地域の民生委員が相談に応じています♥

※新型コロナウイルスの影響で、日程が変更になる
　ことがあります。　　

　東部地区社会福祉協議会（以下、地区社協）は梨香台団地のすぐ近くにある東部市民センターの4階に
あります。会長の𠮷澤さんからちびっこフェスティバルへよんでもらったまっころん。2年ぶりのイベン
トを地域の人と一緒に楽しんできました。

今日は誘ってくれてありがとう！コロナ禍での開催は準備も大変だったんじゃないかな。

来場者に安心していただけるよう、開催に向けて人の密集をどう避けるか大変悩みました。募集は QR コー
ドを用いた Web 申込みをしてもらい、時間で区切る三部制の入れ替え方式で人数制限を図りました。

それにしてもたくさんの催し物があるね。このイベントではどんなことができるの？

今日は工作、バルーンアート、絵本の読み聞かせなど親子で一緒に楽しめるものの他に、パンの販売やお
もちゃの病院さんによる壊れたおもちゃの修理など、たくさんのことをやっています。このイベントは新
型コロナウイルスが猛威を振るった時期を除いて毎年開催していますが、地域の親子とのふれあいや子ど
もたちの成長が見られることにやりがいと楽しさがありますね。

大人も子ども楽しめるから、来年の開催がもう待ち遠しいね！

　　歳以上の人が社会参加と健康増進を目的として行うボラン
ティア制度です。高齢者施設・障がい者施設・放課後児童クラブ
などで活動するとポイントがもらえます。貯めたポイントは、交
付金または障がい者施設の商品と交換する
ことができます。話し相手や将棋の相手、
洗濯物の整理など自分でできることから選
んで活動します。

下記の登録説明会にご参加ください。
（いずれか l 日）

【問合せ】　生活相談課　☎047（368）0349

　「お話することが好き」「地域活動に興味がある」という人、下
記の研修を受講し、地域で困っている人のちからになりませんか。

①ふれあいサービス…高齢や障がいにより家事や通院で困ってい
　る人を支える有償ボランティアです。
②訪問型生活支援・困りごとサービス…「要支援1・2」または「事
　業対象者」へ主に掃除や調理などを行う介護保険のサービスで
　す。市社協の非常勤職員として活動します。
※8/18（木）の研修を受講して登録すると①、②両方の担い手にな
　れます。

　社会福祉施設・事業所などへ就職を希望する人を対象に、採用
担当者との個別面談や福祉現場に関する相談などを行います。

【参加費】　無料（事前申込不要、履歴書不要、スーツ不要）

福祉教育ってどんなことをしてるの？

学校と地域が一緒となり福祉に係る
活動をします。東部地区は福祉教育
推進団体として指定されています。
地域の学校の生徒、高齢者施設、地
区社協、住民の方たちと、コロナ禍
であってもお互いに心の通う機会を
もてるように試行錯誤をしながら事
業を進めています。

そうなんだ！実際になにをしたのかも知りたいな。

子どもたちが、地域の高齢者施設に入居している方々のために、
年賀状の作成とアイスチューリップの苗を育ててくれまし
た。また、オンライン会議アプリ Zoomを活用し、子どもたち
と施設利用者が顔と顔の見える交流を実施しました。東部地区
社協が学校と高齢者の橋渡し役となっています。

スタッフ 東部地区としては初めての、地域
の誰もが自由に楽しく使える場所
として開放しています。ゲーム、
音楽、会議など、さまざまな用途
で使うことができます。毎週土曜
日には地域の方が野菜の販売もし
ているんですよ。

𠮷澤さん

𠮷澤さん

スタッフ どのようなところか見ていただきたく開催しました。キッチン
カーや焼き芋の試食もしましたが、これは初めての試みです。
お出かけするのも難しい時勢ですが、このイベントがきっかけ
となって、ここに来て交流を深めてもらいたいですね。

浮ケ谷さん

まっころんも楽しみました！

約160名の参加がありました

生徒たちが育ててくれました
野菜販売も賑わっていました

第８回『東部地区』
　松戸市社協のマスコットキャラクター「まっころん」がまちを歩いて、
地域のみんなとふれあいます。
　今回は新しく建てられた複合施設「ひがまつテラス」をはじめ、これか
らの発展が期待される東部地区に出かけてみました。

はじめての成年後見制度

電話専用ダイヤル
第1・4金曜日・毎週水曜日

☎047（368）1333

　  時　間

【日時・会場】
　・8月26日  （金）10:30～11:30小金市民センター　
　・9月15日  （木）13:30～14:30馬橋市民センター
　・10月14日（金）13:30～14:30新松戸市民センター
【持　物】　ボールペン
【対　象】　松戸市在住で65歳以上の人
【申　込】　ボランティア推進課　
　　　　　☎047（362）5963

【日　時】　10月20日（木）13:30～15:00
【会　場】　松戸市民会館301会議室（松戸1389-1）
※会場参加の他、オンライン配信を予定しています。
【内　容】　演劇による事例紹介と専門職による制度説明
【定　員】　50名（先着順　9月22日締切）
【費　用】　無料
【その他】　手話通訳・要約筆記あり
※詳細については後日、市社協ホームページなどでお知らせします。
【問合せ】　松戸市成年後見支援センター　☎047（710）6676

【日　時】　8月18日（木）9:30～16:30
【会　場】　松戸市社会福祉協議会 
　　　　　 第1・2ボランティア室
【持　物】　筆記用具・弁当・登録料1,000円

【申　込】　ふれあいサービス　☎047（368）2941
【問合せ】　千葉県社会福祉協議会　
　　　　　千葉県福祉人材センター　☎043（222）1294

介護支援ボランティア

訪問型元気応援サービス実務者 研修のお知らせ

～演劇でわかりやすく学ぼう～

10:00 ～
　　　15:00

　  日　時
８月21日（日）
13:00～16:00
10月１日（土）
13:00～16:00

　 　　　　　  会　場
ホテルポートプラザちば２階　ロイヤル
JR千葉みなと駅より徒歩１分
市川グランドホテル７階　黄金の間
JR市川駅北口より徒歩３分
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大人も子どもも、みんなが一緒に楽しんでいるんだね。

イベントも賑やかで良いね！

（3月 1日～5月 31 日）

訪問型元気応援サービス実務者 研修のお知らせ

　　　  会　場

松戸市社会福祉協議会

六実支所

小金原市民センター

　  曜　日

第1・4金曜日
毎週水曜日

第1火曜日

第1木曜日

オーナー

浮ケ谷さん
オーナー
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　コロナ禍にあっても季節はめぐり、 木々の緑も深まり菖蒲や
紫陽花などの花々に心が和みます。２1 世紀の森と広場の 「緑と森の
フェスティバル22」 を皮切りに地域でもさまざまなイベントが開催されています。
　馬橋地区社協は、３年ぶりにグラウンドゴルフ大会を開催しました。屋外ス
ポーツのグラウンドゴルフに感染対策を万全に練習をしてこられた方たちのパ
ワーに驚き、皆さんの笑顔が素敵でした。 人と人との交流の大切さを学ぶ機会
ともなりました。 コロナ感染の不安の日々を生き延びてきたことでこの際全く
新しいことに挑戦したいと思っていますが、 模索中です。
　一日も早く日常が戻ってくることを願っています。  広報宣伝委員　岩田　幸子
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

【広 告】

12022年（令和4年）7月15日

点字版「まつど社協だより」は松戸市社協カウンターなどにて掲出しています。 まつど社協だよりは、町会・自治会を通じて市内全戸配布しています。

皆様からいただいた一般会費300円（一世帯あたり目安）の使い道

地区社協運営のため
7％

・ふれあい会食会
・高齢者向けサロン
・子育て世帯向けサロン
・地域の支えあい活動
・地域住民の交流活動
・防災活動　　　など

地区社協の各事業
活動への助成 
      81％　広報活動助成金

12％

一般会費計
26,399,203 円

モバイル版はこちら！

【問合せ】　松戸地区推進委員会事務局　　　　　　　
（松戸市役所地域福祉課）☎047（366）3019

①“もったいない”を集める

②“ありがとう”につなげる

　安全に食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう
食品が  “ありがとう” に変わる支援の輪が広がってい
ます。松戸市社会福祉協議会（以下、市社協）では、
家庭で眠っている食品を支援が必要な人に無償で提供
するフードバンクを行っています。「お中元やお歳暮
をいただいたけれど、一人じゃ食べきれない」「うっ
かり同じものを購入してしまった」このように処分す
るには “もったいない” 食品が家庭に眠っていません
か？ぜひ市社協へお持ちください。
　令和３年度は「困っている人の力になれたら」と例
年より多くの寄付をいただきました。集まった食品は
市内で食料を必要としている世帯や子ども食堂、千葉
県域でフードバンク活動を行っているフードバンクち
ばなどに提供しました。
　今後も善意でいただいた食品を有効活用し、地域の
団体と連携しながら、事業をすすめていきます。

　年間を通して寄付を受け付けています。寄付し
たい食品を下記窓口までお持ちください。フード
バンクで扱っている食品は、さ
まざまです。レトルト食品やイ
ンスタント食品、災害備蓄品な
どが喜ばれます。食品の詳細は
QR コードをご覧ください。

　集まった食品は地域の福祉団体と協力し、食料
を必要とする人にお渡ししています。昨年はお米
の寄付を多数いただき、子育て支援団体などに提
供しました。おかげで子どもたちにご飯を届けら
れた、と喜びの声が届いています。今後も松戸の
資源は松戸で活用できるよう、子ども食堂や NPO
など地域のネットワークと連携していきます。　

　市社協では車いすの貸出事業を無料で行っています。昨年度
は市民の皆さんや市内の福祉施設、学校、ワクチン接種会場な
どに合計 241 件の貸し出しを行いました。
　  「病気や怪我など一時的に車いすが必要になった」   「外出の
際に歩行が不安なので利用したい」など、利用者の目的はさま
ざまです。
　松戸市在住の人は誰でも利用可能です。貸出期間は1か月ま
でです。ぜひ、ご利用ください。

　ボランティアカレッジは、「ボランティア活動を始めたい」  
「もう一度ボランティアについて学びたい」「地域の中で仲間
を見つけたい」そんな人たちが集まり、座学や施設などでの体
験を通して、 自分に合ったボランティア活動を見つけていく講
座です。
　令和 2 年度は、新型
コロナウイルス感染拡
大の影響により、開催
中止となりましたが、  
令和３年度は、 21名の
参加があり、無事に修
了式を迎えることがで
きました。 

青い旗が目印です。

更生ペンギンの
ホゴちゃん

７月は“社会を明るくする運動”強調月間     
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

【問合せ】　地域福祉推進課　☎047（710）2341

【問合せ】　ボランティア推進課　☎047（362）5963

【問合せ】　管理課　☎047（368）0928

令和3年度決算報告
収入(内部取引除く)　① ７３８，９７４，５８７
内部取引　②
収入合計　（①+②） ７６３，２６４，６６９
支出合計（内部取引含む） ７７３，０５４，９８０
地域福祉推進課事業 
地区社協支援事業／結婚50年祝賀事業／福祉カー（車両）貸出事業
福祉教育推進事業／高齢者支援連絡会事業／あんしん生活支援事業
災害ボランティアセンター事業／ハートフル交流会事業
ボランティア推進課事業 
ボランティアセンター事業／介護支援ボランティア事業
オレンジ協力員推進事業／ふれあいサービス事業
訪問型生活支援・困りごとサービス事業
まつどファミリー・サポート・センター事業／養育支援訪問事業
生活相談課事業 
福祉相談事業／日常生活自立支援事業／無料職業紹介所事業
生活困窮者対策事業／法外援護金事業／交通遺児対策事業
生活保護費一時貸付事業／フードバンク事業
松戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関事業
管理課 
法人運営／地域福祉活動計画推進委員会の開催
松戸市福祉大会の開催／地域福祉フォーラムの開催
企画広報事業／役員・職員研修事業／共同募金等の配分事業
多世代まるごと居場所づくり事業／会費関連事業
寄付助成事業／収益事業

　令和3年度松戸市社会福祉協議会の活動の中から、一部を紹介します。

　車椅子の貸出を行いました

♥ボランティアカレッジ2021ご報告♥

【貸出実績】

平成29年度   平成30年度    令和元年度      令和2年度 令和3年度

      207件    222件    215件    157件     241件

フードバンクの役割

428,924,431
29,034,573
457,959,004
456,952,921
94,789,944

77,650,325

143,841,423

 

140,671,229

フードバンクの流れ

【窓 　 口】　松戸市社会福祉協議会 
　　　　　　松戸市上矢切299-1
　　　　　　総合福祉会館内
　　　　　   ☎ 047（368）0503
【開所時間】　平日8:30～17:00

家庭で眠っている食品を 福祉団体を通じて
地域の必要な人へ

集めて
松戸市社会福祉協議会

　ハンドマッサージを学んだあと市内のデイサービスで実践します。

夏休みこどもボランティア体験教室2022

【日時・会場】　・７月29日（金）12:00～16:00
           　　　 　 古ヶ崎市民センター（集合）
　　　　　　      秋桜ヴィレッジ古ケ崎デイサービスセンター
　　　　　　　・８月23日（火）12:15～16:00
　　　　　         新松戸市民センター（集合）
　　　　　　　  生活クラブ風の村デイサービスセンター新松戸　
【対　　　象】　小学生～18歳   【定　員】　各10名（先着順）   【参加費】　無料
【申込・問合せ】　ボランティアセンター　☎047（362）5963

心をこめたハンドマッサージでみんなを笑顔に

ご協力いただき
ありがとう
ござ いました。

　犯罪や非行をした人の更生についてみ
んなで考え、犯罪や非行が起きない安全で
安心な明るい社会をつくろうという、全国
的な運動です。
　運動の期間は毎年7月1日から7月31日
までの1か月間です。みんなで社会を明る
くしましょう。

Matsudo City Council of Social Welfare
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松戸市社協のフードバンク事業を
紹介します




