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　コロナ禍でも工夫をしながら開催されたイベントにいくつか参加しました。
運営方法などを参考にさせていただき、所属する団体でもイベントを開催しま
した。３年ぶりの開催に新しいイベントを始めるような苦労もありましたが、
参加者の理解、協力により無事に終了できました。開催したことへの感謝の“こ
とば”を多数いただきましたが、イベントは運営側だけではなく参加者とも一
緒につくるものだと再認識することができました。
　今号では新しい生活様式の中で工夫をしている地区社協の活動も一部紹介し
ています。今後もみなさんに必要な情報が届くよう、この広報紙を通じて「誰
もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現」の一助となるよう努めます。

広報宣伝委員　鈴木　公一

【広 告】

12022年（令和4年）10月15日

お店のPRや人材募集の広告を出してみませんか？　☎047（368）0503 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。

モバイル版はこちら！

【問合せ】 地域福祉推進課
　　　　 ☎047（710）2341

【問合せ】　松戸市役所地域福祉課　☎047（366）3019

【問合せ】　生活相談課　☎047（368）0912

【問合せ】　生活相談課　☎047（368）0912

地区社協はどんなところ？

　市内には15の地区社会福祉協議会（以下、地区社協）があり、各地区に
一か所ずつ、主に市民センターに事務所が設置されています。地区社協
の活動は主にボランティアが担い、子育て支援や高齢者支援のほか、車
いすの貸出しなどをしています。
私の地区はどんな活動をしているの？

お住まいの地区の活動を知りたい場合は、右のQRコード
から詳細をご覧ください。

コロナ禍でもできることから
　新型コロナウイルス感染拡大により、地域の福祉活動は約3年もの間、中止や
縮小を余儀なくされました。それでも、人と人とのつながりを絶やしてはいけ
ないと、感染予防対策をとりながら、あなたの地域で活動に取り組んでいるボ
ランティアがたくさんいます。ふれあい会食会は会食の代わりにお弁当のお持
ち帰り、子育てサロンやふれあい・いきいきサロンは用具の消毒やソーシャル
ディスタンスの確保などの工夫をしながら開催しています｡

新型コロナウイルスの感染防止対策のため人との接触を避けなければならない今だからこそ、
共同募金は地域の人と人が「つながる」活動を支援します。

高校・専門学校・大学に進学したいが
入学金や授業料を準備することが難しい。

　まずはご相談ください。
　申込みにあたり所得制限な
どの条件があります。
　また、申込みから借入まで
には時間がかかる場合もあり
ますのでお早めにご相談くだ
さい。

障がいのある人自身やその家族が外出
に利用するための自動車を購入したい。

低所得の高齢者世帯が自己所有の不動産
（土地・建物）に将来にわたって住み続け
て生活したい。

国や県による減免制度や日本学生支援機
構など、他制度の利用が優先されます。

※集合住宅の人も生活保護制度の利用を
　前提として対象となる場合があります。

　交通事故でお父さんやお母さんを亡くされた18歳未満のお子

さんたちへ、援護・激励する目的で見舞金などを支給しています。

地域の民生委員・児童委員または市社協までご相談ください。

※見舞金100,000円（遺児が２名以上いる世帯は２人目から

貸付制度で自立を応援します 生活福祉資金貸付事業

こんなときはご相談ください

貸付までの流れ

交通遺児支援

　市社協では、比較的所得の少ない世帯、障がい者のいる世帯、
高齢者世帯に対して、必要な費用の貸付と相談などの支援を行っています。

不動産担保型生活資金

障害者自動車購入費
障がいのある人や高齢者が、日常生活を
送る上で必要な福祉用具を購入したい。

住宅の増改築や廊下な
どの段差解消、スロー
プ設置など、バリアフ
リー化のための工事費
用が必要になった。

障害者等福祉用具購入費

冷暖房設備や冷蔵庫などの購入、冠婚葬
祭費などの経費を出すことができない。

一般福祉費
今の家賃が高いため生活が苦しく安い物
件に引越したいが、費用が準備できない。

転宅費
不測の事態に陥り、緊急的に生活費を使
用してしまったため生活ができない。

緊急小口

住宅改修費教育支援資金

【松戸市の令和３年度募金総額】
赤い羽根共同募金が 22,425,902 円、
歳末たすけあい募金が 12,569,117 円
皆さまのご協力、ありがとうございます。

　赤い羽根共同募金は、ボランティア活動や福祉教育の推進
などに使われます。
　歳末たすけあい募金は、生活に困窮して支援を必要とする
人たちや障がい者・児童の福祉施設などに配分しています。

令和4年12月1日～ 12月31日

千葉県共同募金会
オリジナル
マスコット
キャラクター
「びわぴよ」

新型コロナウイルスの感染防止対策のため人との接触を避けなければならない今だからこそ、

令和4年12月1日～ 12月31日

赤い羽根共同募金　 歳末たすけあい募金 赤い羽根共同募金　 歳末たすけあい募金 
令和4年10月1日～令和5年3月31日

共通助成テーマは「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」

高等学校

短大・専門学校

大学

入学に必要な経費

①相談 状況などについてお話を伺います。　

②面談（申込） 民生委員立会いのもと貸付申込みとなります。

③貸付審査 千葉県社会福祉協議会による審査が行われます。

④貸付決定・ご契約
借用書の作成を行います。　　

 （不承認の場合もあります。）

⑤貸付金交付 ご希望の口座に資金が振り込まれます。

月３５，０００円

月６０，０００円

月６５，０００円

５００，０００円

上限額

50,000円追加）

ふれあい会食会ふれあい会食会 子育てサロン子育てサロン

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン

皆さまのご理解・ご協力をお願いします。　　　

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
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オレンジ声かけ隊長
ゆーかりくん
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点字版「まつど社協だより」は市社協カウンターなどにて掲出しています。 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、三密回避など）を実施して開催します。

寄付金（1,266,014円）  
慈悲の会、井本剛司、笠原勇、佐藤桂子、ダイセーロジスティクス、松丸康子、飯塚明美、
桜井則子、久松和子、三原洋子、中村澄子、深山ひろい、吉村敏次、神﨑香代子、鈴木豊子、
上村マサ子、森岡恵子、澤田君江、渡辺よね子、上野和仁、西村忠昭、梶山孝子、小林直幸、
山口直子、関智子、鈴木玲子、青木信子、髙橋きく枝、匿名42名
使用済み切手 　   
特別養護老人ホーム明尽苑、松丸康子、五香新町町会、家富毅、山下リツ、吉野光子、目黒まさ江、
根元瑞枝、佐野トモ、河南環境美化の会、ワイド、平和台クラブ、高木厚人、松川正、加藤はま子、
さわやか福祉の会松戸くらしの助っ人、松戸市介護保険課、福留ハム、牧の原団地二街区住宅自治会、
「海」発行所、渡邉尤子、中村康子、小関昭子、羽賀則行、石毛秋子、住吉ひまわりの会、
明治安田生命保険相互会社、小板橋病院、鶴見公、関口キヨ、大竹早苗、小林洋子、佃耕一、
矢部照江、杉本洋子、清水輝雄、六二シニアクラブ、新松戸いきいき安心センター、上村啓子、
特別養護老人ホームセイワ松戸、伊藤清美、松戸市教育委員会学校財務課、塩原靖之、斉藤佳代子、

高塚団地友の会、小金の緑と文化財を守る会、松戸いずみ幼稚園、美容室カラーリオン、
中央パークハウスけやきクラブ、星野明、新松戸名倉接骨院、佐藤瑠璃子、稔台連合町会、
櫻井、近藤修、東葛メモリー、介護老人保健施設島村洗心苑、富永貞子、宮崎節子、
川尻俊枝、浅草和江、矢嶋陽三、鈴木ミヤ子、松戸市国保年金課、丸協、平岡包子、後閑八千代、
上本郷第一町会、和田淳、つばさの会、ニコニコクラブ、匿名７名
未使用切手・未使用はがき・書き損じはがき
六二シニアクラブ、高塚団地友の会、矢嶋陽三、宮澤清治、匿名２名
その他
柳沼雅子
食品（フードバンク）       
柳沼雅子、澤口義明、関口英雄、鷲見多鶴枝、佐藤洋子、木村和司、永石明彦、吉田明子、
高山貴代美、斉藤喜子、永石圭子、松戸ニッセイエデンの園、中川章、斉藤泰、川口順子、
なかがわあかり、恩本誠一、匿名56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

地域を見守る夜間パトロール 上本郷第三町会

明第 2東地区社会福祉協議会
「明ホッ・・・とタイム」　コロナ禍でも楽しめる空間を 笑顔があふれる「ふれあい会食会」

介護力アップ講座 
～介護保険で使える福祉用具について～

【問合せ】　松戸市南花島4-63-5　☎・FAX　047（360）2122　【開所時間】　9:30 ～ 16:30　㊡土日祝

　まっころんが歩いていたら、明治神社の境内から楽しそうな
声が聞こえてきました。

　地域の人が集まり食事や催しをする
ふれあい会食会に呼ばれたまっころん。

ＱＲコードを読み取ると、
最新の開催予定日が確認
できます。

　今年は介護保険で使うことのできる用具を特集します。介護保
険制度について学び、福祉用具を体験してみませんか。
ぜひ気軽にご参加ください！

　あなたの知識や経験を松戸市の地域福祉
の推進に活かしてみませんか？

【受験資格】　大学を卒業後、民間企業などでの勤務経験が10年以上あ
　　　　　　る人、 他 （※詳細は市社協ホームページを参照）　
【募集人数】　若干名
【受付期間】　11月30日（水）まで（必着）
【試験内容】　・１次試験：書類選考
　　　　　　・２次試験：12月11日（日）教養試験・適正検査・作文
　　　　　　・３次試験：１月15日（日）面接試験
【採用日】 令和５年４月１日
【問合せ】 管理課　☎047(368)0928

　65歳以上の高齢者が市内の介護保険施設・障がい者施設・放
課後児童クラブで話し相手や洗濯物の整理、配膳、下膳の補助など
の活動を行った場合に、その活動に応じてポイントが付与され、交
付金  （最大5千円）や障がい者施設で生産したお菓子などに交換
できます。
まずは、下記の登録説明会のいずれかにご参加ください。

　（登録は自由です）

　認知症に関する正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族を
温かい目で見守り応援する人たちのことです。
　約90分間の養成講座を受講すれば、どなたでも認知症サポー
ターになることができます。講座の受講方法は、松戸市のホーム
ページをご確認いただくか、地域包括ケア推進課までお問い合わ
せください。
　認知症サポーターになると希望者は、下記
の活動に登録し、参加することができます。み
なさんからの問合せをお待ちしています。

　オレンジ協力員は専門職と一緒に活動するボランティアです。
　オレンジ協力員になると活動に応じてスタンプをため、交付金や商
品に交換することができます。
　活動例）　認知症の人やその家族の話の傾聴（※）・相談、
　　　 　 　認知症の人の散歩や買い物への付き添い、
　　　  　　認知症カフェの手伝い、
　　　  　　パトウォーク（ウォーキングをしながら見守り活動をす
　　　　　 ること）など。
※傾聴とは…相手の話を注意や関心を持って共感しながら聴くこと
　　　　　　です。
【問合せ】
認知症サポーター養成講座について：
松戸市役所　地域包括ケア推進課地域支援担当室　☎047(702)3652
オレンジ協力員について：
松戸市社協　ボランティア推進課　　　　　　　   ☎047(362)5963

楽しそうだネ！なにをやってるの？
ここは子育てサロンといって、子育てをしている人と乳
幼児が交流できる場所です。スタッフに子育ての悩みを
相談できて、赤ちゃんたちの遊び場にもなっています。

呼んでくれてありがとう。みんなで集まってなにをしているの？
上本郷第二小学校との交流、クリスマス会、講演など季
節にそった計画を立てています。春には毎年お花見をし
ているんですよ。コロナ禍で活動できていなかったけれ
ど、外で桜を見るだけならばと、久しぶりに集まりまし
た。その後会食をしていますが、今年は持ち帰り用のお
弁当を配りました。

２年生に折り紙のコマをプレゼン
トして、みんなから喜ばれていま
す。今年は黙食のため、楽しい会
話ができないので中止となりまし
た。残念です。

そうなんだ！他にはどんなことをしているの？
保健師さんや栄養士さん、歯科衛生士さんから子育てに役
立つ情報を教えてもらったり、ストレッチ、タッチケアな
ど子育てをしている人や赤ちゃんたちが楽しめるイベン
トを行ったりしています。感染者数が多いときはZoomで
開催しました。参加してくれたみなさんが楽しかったと
言ってくれるのが嬉しいですね。

工夫を凝らして子育てし
ている人たちがホッとで
きる場所をつくっている
んだネ！

コロナ禍でも活動してくれてたんだ。
ありがとう！

来年はできるといいなあ。

秋谷さん
永田さん

永田さん

秋谷さん

虫歯予防の話を聞きました

久しぶりのお花見

第９回『明第2東地区』
　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。今回は上本郷や北松戸を中心とし、落ち着
いた雰囲気の明第２東地区に出かけてみました。

介護支援ボランティア登録説明会

認知症サポーター 募集しています

松戸市社会福祉協議会
正規職員募集(経験者採用)

【日　時】　11月21日（火）13:30 ～ 16:00
【会　場】　松戸市社会福祉協議会　
　　　　　 第1・2ボランティア室
【講　師】　市役所介護保険課、パナソニックエイジフリーショップ
　　　　　松戸中央
【定　員】　30名
【持　物】　筆記用具　
【申　込】　ふれあいサービス　☎047（368）2941

【日時・会場】
・11月15日（火）13:30 ～14:30　
　常盤平市民センター第2会議室
・12月13日（火）13:30 ～14:30　
　松戸市社会福祉協議会　
　第1・2ボランティア室
・１月13日（金）13:30 ～14:30　
　五香市民センター第2会議室
【持　物】　筆記用具
【対　象】　松戸市在住、 65歳以上の人
【申　込】　ボランティア推進課　☎047（362）5963

（6月 1日～8月 31 日）

あきら

あきら

折り紙6枚を使ったコマ

【広 告】 【広 告】

早くみんなで食べられるといいな。小学校に行くのも楽しそう
だネ！交流会ではなにをするの？

夜道を歩く、ピカピカ光る人たちを見つけたまっころん。
何をしている人たちなのかなあ。

認知症サポーターとは…

オレンジ協力員も大募集！

【申　込】　ボランティア推進課　☎047（362）5963

（数字は令和3年度末のものです）

松戸市役所ホームページ

認知症サポーター（31,017名）

※オレンジ声かけ隊と同時に
　オレンジ協力員になることも
　可能です。

オレンジ協力員
（1,055名）

オレンジ声かけ隊
（3,962名、210団体）

　ここ上本郷第三町会では、毎月２回土曜日に20名ほどが参加して
パトロールを行っています。市に先駆けて町会の有志によって始め
られ、約20年の歴史があります。そのため、当初は誘導灯などの資材
を自分たちで用意しました。
　今日はパトロールの日、夜7時に防犯用のベストと帽子を身に着け

て風早神社を出発。２班に分かれ、
誘導灯を片手に約30分で町会内を
パトロールしています。
　町会長の平川さんは「コロナ禍で
も地域のために休まず活動を続け
ています。」と語られました。

登 録

登
録

専門職と一緒に
認知症の人を
支援します。

手助けが必要な
高齢者へ声をかける
運動をしています。
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オレンジ声かけ隊長
ゆーかりくん

第173号 まつど社協だより 第173号 まつど社協だより

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
開
催
状
況
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
各
窓
口
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

点字版「まつど社協だより」は市社協カウンターなどにて掲出しています。 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、三密回避など）を実施して開催します。

寄付金（1,266,014円）  
慈悲の会、井本剛司、笠原勇、佐藤桂子、ダイセーロジスティクス、松丸康子、飯塚明美、
桜井則子、久松和子、三原洋子、中村澄子、深山ひろい、吉村敏次、神﨑香代子、鈴木豊子、
上村マサ子、森岡恵子、澤田君江、渡辺よね子、上野和仁、西村忠昭、梶山孝子、小林直幸、
山口直子、関智子、鈴木玲子、青木信子、髙橋きく枝、匿名42名
使用済み切手 　   
特別養護老人ホーム明尽苑、松丸康子、五香新町町会、家富毅、山下リツ、吉野光子、目黒まさ江、
根元瑞枝、佐野トモ、河南環境美化の会、ワイド、平和台クラブ、高木厚人、松川正、加藤はま子、
さわやか福祉の会松戸くらしの助っ人、松戸市介護保険課、福留ハム、牧の原団地二街区住宅自治会、
「海」発行所、渡邉尤子、中村康子、小関昭子、羽賀則行、石毛秋子、住吉ひまわりの会、
明治安田生命保険相互会社、小板橋病院、鶴見公、関口キヨ、大竹早苗、小林洋子、佃耕一、
矢部照江、杉本洋子、清水輝雄、六二シニアクラブ、新松戸いきいき安心センター、上村啓子、
特別養護老人ホームセイワ松戸、伊藤清美、松戸市教育委員会学校財務課、塩原靖之、斉藤佳代子、

高塚団地友の会、小金の緑と文化財を守る会、松戸いずみ幼稚園、美容室カラーリオン、
中央パークハウスけやきクラブ、星野明、新松戸名倉接骨院、佐藤瑠璃子、稔台連合町会、
櫻井、近藤修、東葛メモリー、介護老人保健施設島村洗心苑、富永貞子、宮崎節子、
川尻俊枝、浅草和江、矢嶋陽三、鈴木ミヤ子、松戸市国保年金課、丸協、平岡包子、後閑八千代、
上本郷第一町会、和田淳、つばさの会、ニコニコクラブ、匿名７名
未使用切手・未使用はがき・書き損じはがき
六二シニアクラブ、高塚団地友の会、矢嶋陽三、宮澤清治、匿名２名
その他
柳沼雅子
食品（フードバンク）       
柳沼雅子、澤口義明、関口英雄、鷲見多鶴枝、佐藤洋子、木村和司、永石明彦、吉田明子、
高山貴代美、斉藤喜子、永石圭子、松戸ニッセイエデンの園、中川章、斉藤泰、川口順子、
なかがわあかり、恩本誠一、匿名56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

地域を見守る夜間パトロール 上本郷第三町会

明第 2東地区社会福祉協議会
「明ホッ・・・とタイム」　コロナ禍でも楽しめる空間を 笑顔があふれる「ふれあい会食会」

介護力アップ講座 
～介護保険で使える福祉用具について～

【問合せ】　松戸市南花島4-63-5　☎・FAX　047（360）2122　【開所時間】　9:30 ～ 16:30　㊡土日祝

　まっころんが歩いていたら、明治神社の境内から楽しそうな
声が聞こえてきました。

　地域の人が集まり食事や催しをする
ふれあい会食会に呼ばれたまっころん。

ＱＲコードを読み取ると、
最新の開催予定日が確認
できます。

　今年は介護保険で使うことのできる用具を特集します。介護保
険制度について学び、福祉用具を体験してみませんか。
　ぜひ気軽にご参加ください！

あなたの知識や経験を松戸市の地域福祉
の推進に活かしてみませんか？

【受験資格】　大学を卒業後、民間企業などでの勤務経験が10年以上あ
　　　　　　る人、 他 （※詳細は市社協ホームページを参照）　
【募集人数】　若干名
【受付期間】　11月30日（水）まで（必着）
【試験内容】　・１次試験：書類選考
　　　　　　・２次試験：12月11日（日）教養試験・適正検査・作文
　　　　　　・３次試験：１月15日（日）面接試験
【採用日】 令和５年４月１日
【問合せ】 管理課　☎047（368）0928

　65歳以上の高齢者が市内の介護保険施設・障がい者施設・
放課後児童クラブで話し相手や洗濯物の整理、配膳、下膳の補助
などの活動を行った場合に、その活動に応じてポイントが付与
され、交付金  （最大5千円） や障がい者施設のお菓子などに交換
できます。
まずは、下記の登録説明会のいずれかにご参加ください。

　（登録は自由です）

　認知症に関する正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族を
温かい目で見守り応援する人たちのことです。
　約90分間の養成講座を受講すれば、どなたでも認知症サポー
ターになることができます。講座の受講方法は、松戸市のホーム
ページをご確認いただくか、地域包括ケア推進課までお問い合わ
せください。
　認知症サポーターになると希望者は、下記
の活動に登録し、参加することができます。み
なさんからの問合せをお待ちしています。

　オレンジ協力員は認知症の人や家族へ専門職と一緒に活動するボ
ランティアです。
　オレンジ協力員になると活動に応じてスタンプをため、交付金や商
品に交換することができます。
　活動例）　認知症の人やその家族の話の傾聴（※）・相談、
　　　 　 　認知症の人の散歩や買い物への付き添い、
　　　  　　認知症カフェの手伝い、
　　　  　　パトウォーク（ウォーキングをしながら見守り活動をす
　　　　　 ること）など。
※傾聴とは…相手の話を注意や関心を持って共感しながら聴くこと
　　　　　　です。
【問合せ】
認知症サポーター養成講座について：
松戸市役所　地域包括ケア推進課地域支援担当室　☎047（702）3652
オレンジ協力員について：
松戸市社協　ボランティア推進課　　　　　　　   ☎047（362）5963

楽しそうだネ！なにをやってるの？
ここは子育てサロンといって、子育てをしている人と乳
幼児が交流できる場所です。スタッフに子育ての悩みを
相談できて、赤ちゃんたちの遊び場にもなっています。

呼んでくれてありがとう。みんなで集まってなにをしているの？
上本郷第二小学校との交流、クリスマス会、講演など季
節にそった計画を立てています。春には毎年お花見をし
ているんですよ。コロナ禍で活動できていなかったけれ
ど、外で桜を見るだけならばと、久しぶりに集まりまし
た。その後会食をしていますが、今年は持ち帰り用のお
弁当を配りました。

２年生に折り紙のコマをプレゼン
トして、みんなから喜ばれていま
す。今年は黙食のため、楽しい会
話ができないので中止となりまし
た。残念です。

そうなんだ！他にはどんなことをしているの？
保健師さんや栄養士さん、歯科衛生士さんから子育てに役
立つ情報を教えてもらったり、ストレッチ、タッチケアな
ど子育てをしている人や赤ちゃんたちが楽しめるイベン
トを行ったりしています。感染者数が多いときはZoomで
開催しました。参加してくれたみなさんが楽しかったと
言ってくれるのが嬉しいですね。

工夫を凝らして子育てし
ている人たちがホッとで
きる場所をつくっている
んだネ！

コロナ禍でも活動してくれてたんだ。
ありがとう！

来年はできるといいなあ。

秋谷さん
永田さん

永田さん

秋谷さん

虫歯予防の話を聞きました

久しぶりのお花見

第９回『明第2東地区』
　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。今回は上本郷や北松戸を中心とし、落ち着
いた雰囲気の明第２東地区に出かけてみました。

介護支援ボランティア登録説明会

認知症サポーター 募集しています

松戸市社会福祉協議会
正規職員募集(経験者採用)

【日　時】 11月29日（火）13:30 ～ 16:30
【会　場】　松戸市社会福祉協議会　
　　　　　第1・2ボランティア室
【講　師】　市役所介護保険課
　　　　　パナソニックエイジフリーショップ松戸中央
【定　員】 30名
【持　物】　筆記用具　
【締　切】 11月24日（木）
【申　込】　ふれあいサービス　☎047（368）2941

【日時・会場】
・11月15日（火）13:30 ～14:30　
　常盤平市民センター第2会議室
・12月13日（火）13:30 ～14:30　
　松戸市社会福祉協議会　
　第1・2ボランティア室
・１月13日（金）13:30 ～14:30　
　五香市民センター第2会議室
【持　物】　筆記用具
【対　象】　松戸市在住、 65歳以上の人
【申　込】　ボランティア推進課　☎047（362）5963

（6月 1日～8月 31 日）

あきら

あきら

折り紙6枚を使ったコマ

【広 告】 【広 告】

早くみんなで食べられるといいな。小学校に行くのも楽しそう
だネ！交流会ではなにをするの？

夜道を歩く、ピカピカ光る人たちを見つけたまっころん。
何をしている人たちなのかなあ。

認知症サポーターとは…

オレンジ協力員も大募集！

【申　込】　ボランティア推進課　☎047（362）5963

（数字は令和3年度末のものです）

松戸市役所ホームページ

認知症サポーター（31,017名）

※オレンジ声かけ隊と同時に
　オレンジ協力員になることも
　可能です。

オレンジ協力員
（1,055名）

オレンジ声かけ隊
（3,962名、210団体）

　ここ上本郷第三町会では、毎月２回土曜日に20名ほどが参加して
パトロールを行っています。市に先駆けて町会の有志によって始め
られ、約20年の歴史があります。そのため、当初は誘導灯などの資材
を自分たちで用意しました。
　今日はパトロールの日、夜7時に防犯用のベストと帽子を身に着け

て風早神社を出発。２班に分かれ、
誘導灯を片手に約30分で町会内を
パトロールしています。
　町会長の平川さんは「コロナ禍で
も地域のために休まず活動を続け
ています。」と語られました。

登 録

登
録

専門職と一緒に
認知症の人を
支援します。

手助けが必要な
高齢者へ声をかける
運動をしています。
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　コロナ禍でも工夫をしながら開催されたイベントにいくつか参加しました。
運営方法などを参考にさせていただき、所属する団体でもイベントを開催しま
した。３年ぶりの開催に新しいイベントを始めるような苦労もありましたが、
参加者の理解、協力により無事に終了できました。開催したことへの感謝の“こ
とば”を多数いただきましたが、イベントは運営側だけではなく参加者とも一
緒につくるものだと再認識することができました。
　今号では新しい生活様式の中で工夫をしている地区社協の活動も一部紹介し
ています。今後もみなさんに必要な情報が届くよう、この広報紙を通じて「誰
もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現」の一助となるよう努めます。

広報宣伝委員　鈴木　公一

【広 告】

12022年（令和4年）10月15日

お店のPRや人材募集の広告を出してみませんか？　☎047（368）0503 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。

モバイル版はこちら！

【問合せ】 地域福祉推進課
　　　　 ☎047（710）2341

【問合せ】　松戸市役所地域福祉課　☎047（366）3019

【問合せ】　生活相談課　☎047（368）0912

【問合せ】　生活相談課　☎047（368）0912

地区社協はどんなところ？

　市内には15の地区社会福祉協議会（以下、地区社協）があり、各地区に
一か所ずつ、主に市民センターに事務所が設置されています。地区社協
の活動は主にボランティアが担い、子育て支援や高齢者支援のほか、車
いすの貸出しなどをしています。
私の地区はどんな活動をしているの？

お住まいの地区の活動を知りたい場合は、右のQRコード
から詳細をご覧ください。

コロナ禍でもできることから
　新型コロナウイルス感染拡大により、地域の福祉活動は約3年もの間、中止や
縮小を余儀なくされました。それでも、人と人とのつながりを絶やしてはいけ
ないと、感染予防対策をとりながら、あなたの地域で活動に取り組んでいるボ
ランティアがたくさんいます。ふれあい会食会は会食の代わりにお弁当のお持
ち帰り、子育てサロンやふれあい・いきいきサロンは用具の消毒やソーシャル
ディスタンスの確保などの工夫をしながら開催しています｡

新型コロナウイルスの感染防止対策のため人との接触を避けなければならない今だからこそ、
共同募金は地域の人と人が「つながる」活動を支援します。

高校・専門学校・大学に進学したいが
入学金や授業料を準備することが難しい。

　まずはご相談ください。
　申込みにあたり所得制限な
どの条件があります。
　また、申込みから借入まで
には時間がかかる場合もあり
ますのでお早めにご相談くだ
さい。

障がいのある人自身やその家族が外出
に利用するための自動車を購入したい。

低所得の高齢者世帯が自己所有の不動産
（土地・建物）に将来にわたって住み続け
て生活したい。

国や県による減免制度や日本学生支援機
構など、他制度の利用が優先されます。

※集合住宅の人も生活保護制度の利用を
　前提として対象となる場合があります。

　交通事故でお父さんやお母さんを亡くされた18歳未満のお子

さんたちへ、援護・激励する目的で見舞金などを支給しています。

地域の民生委員・児童委員または市社協までご相談ください。

※見舞金100,000円（遺児が２名以上いる世帯は２人目から

貸付制度で自立を応援します 生活福祉資金貸付事業

こんなときはご相談ください

貸付までの流れ

交通遺児支援

　市社協では、比較的所得の少ない世帯、障がい者のいる世帯、
高齢者世帯に対して、必要な費用の貸付と相談などの支援を行っています。

不動産担保型生活資金

障害者自動車購入費
障がいのある人や高齢者が、日常生活を
送る上で必要な福祉用具を購入したい。

住宅の増改築や廊下な
どの段差解消、スロー
プ設置など、バリアフ
リー化のための工事費
用が必要になった。

障害者等福祉用具購入費

冷暖房設備や冷蔵庫などの購入、冠婚葬
祭費などの経費を出すことができない。

一般福祉費
今の家賃が高いため生活が苦しく安い物
件に引越したいが、費用が準備できない。

転宅費
不測の事態に陥り、緊急的に生活費を使
用してしまったため生活ができない。

緊急小口

住宅改修費教育支援資金

【松戸市の令和３年度募金総額】
赤い羽根共同募金が 22,425,902 円、
歳末たすけあい募金が 12,569,117 円
皆さまのご協力、ありがとうございます。

　赤い羽根共同募金は、ボランティア活動や福祉教育の推進
などに使われます。
　歳末たすけあい募金は、生活に困窮して支援を必要とする
人たちや障がい者・児童の福祉施設などに配分しています。

令和4年12月1日～ 12月31日

千葉県共同募金会
オリジナル
マスコット
キャラクター
「びわぴよ」

新型コロナウイルスの感染防止対策のため人との接触を避けなければならない今だからこそ、

令和4年12月1日～ 12月31日

赤い羽根共同募金　 歳末たすけあい募金 赤い羽根共同募金　 歳末たすけあい募金 
令和4年10月1日～令和5年3月31日

共通助成テーマは「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」

高等学校

短大・専門学校

大学

入学に必要な経費

①相談 状況などについてお話を伺います。　

②面談（申込） 民生委員立会いのもと貸付申込みとなります。

③貸付審査 千葉県社会福祉協議会による審査が行われます。

④貸付決定・ご契約
借用書の作成を行います。　　

 （不承認の場合もあります。）

⑤貸付金交付 ご希望の口座に資金が振り込まれます。

月３５，０００円

月６０，０００円

月６５，０００円

５００，０００円

上限額

50,000円追加）

ふれあい会食会ふれあい会食会 子育てサロン子育てサロン

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン

皆さまのご理解・ご協力をお願いします。　　　

Matsudo City Council of Social Welfare
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　市内には15の地区社会福祉協議会（以下、地区社協）があり、各地区に　市内には15の地区社会福祉協議会（以下、地区社協）があり、各地区に　市内には15の地区社会福祉協議会（以下、地区社協）があり、各地区に
一か所ずつ、主に市民センターに事務所が設置されています。地区社協

地区社協活動
地域のつながりを
守るために

地区社協活動
地域のつながりを
守るために


