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「感染に気をつけて
元気にお過ごし下さい」
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॑ɥȷȽȣ٥ڒɁަɝ
ᵻȨȨț

ȕȗ๊ӦɁɝ

ጸɒᵻ

̾ࢳ࣊ɂټɽʷʔɰɮʵʃɁफᬭȺ̙ްȪȹ
ȗȲᚐ̜ɗ๊ӦȟᒲደȨɟǾஓࢠႆ๊Ⱦɕ۹Ȣ
ɁफᬭɥՙȤɜɟȹȗɞȾ॑ɛɝȝᓋȗ႑
Ȫ˨ȥɑȬǿ٥ڒɁᄒȨɦȟȦɦȽȳȞɜȦ
ȰȺȠɞȦȻɂȽɦȳɠșȞȻᐎțǾɝጸ
ɦȺȗɞ๊ӦɁˢɥȧጳ̿ȪɑȬǿ
ࢍюɁߴ˹ޙಇȟᒱ͡ಇȻȽ
ɝǾፈ᭥ʅʽʉ˂ഈөɕʃʒʍʡȬ
ɞ˹ȺǾȈᒲґᤎȾȺȠɞȦȻɂȽȗ
ȞȉȻɁ९ȗȞɜగޙ܇ಇፈ᭥ʅʽ
ʉ˂ᐳ׆ɁᄒȨɦȞɜᓨȻɝȼɝɁਖ਼
ͽɝʨʃɹɥȗȲȳȠɑȪȲǿ

ǽɈɟȕȗʳʽʋɿ˂ʝʃɁҟႊᐐȨɦȾȝ
ࣳछɥȝࠍȤȺȠȽȗ͍ɢɝȾʙɶɷȾʫʍ
ʅ˂ʂɥоɟȹЫɥȝࠍȤȪɑȪȲǿ
273 枚の手作りマスク
ǽᣌαȨɟȲʙɶɷȾɂȈුஓ႟Ⱦᚐȶȹ
ȗɑȬȉ
ȈᄒȨɦȾ͢țɞɁɥഒȪɒȾȪȹ
ǽ٥ڒɁႆ݃׆ȨɦɗʦʳʽʐɭɬɁȁȟˢ
ȗɑȬȉȽȼᓨȁȽᕹȟࠍȠɑȪȲǿ
̷௨ɜȪᯚᳮᐐޤɥ౫ʴʃɹȾᥓਁȪȽȟɜᜪץ
ǽȻȟțȽȢȹɕᄒȨɦȻ॑Ⱥȷ
ȪǾ
ȈͶᝩɂȝ۰ɢɝȕɝɑȮɦȞȉ
Ǿ
Ȉ౫̙᩻Ⱦਖ਼
ȽȟȶȹȗɑȬǿ
ȗɥ॑Ȥȹ˩ȨȗɀȉȻۦɥȞȤȽȟɜʨʃɹ
Ɂᥓ͇ɥȪɑȪȲǿ
ǽʨʃɹɥՙȤȶȲᄒȨɦɂǾ
ȈʨʃɹȟۨɝҒɟȹ
ਖ਼ȾоɜȽȗɕȕȶȲɁȺșɟȪȗȺȬǿࠍȤȹȗ
ȲȳȗȹȕɝȟȻșȉȻታȺᝈȪȹȗɑȪȲǿ
ǽȦɁɛșȾȗɠȗɠȽढȺȨȨțȕȗɁᢞȟࢿȟȶȹ
ȗɑȬǿ
̾ǾറȁȽ٥๊ڒӦȟᒲደȨɟɞ˹ȺɂǾᯚᳮᐐኄɁޗǾͶӌͲ˩ǾᝓᅺდɁᚐ
Ƚȼȟ॑ᥓȨɟȹȗɑȬǿ
ǽ̾ऻɂȪȗႆ๊റࣻɁ˹ȺǾ౫̙᩻ȾɥȷȤȽȟɜǾ٥ڒɁަɝǾȨȨț
ȕȗ๊Ӧɥ᪡ᄑȾɔȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȻ९ɢɟɑȬǿ
ǽ٥ڒɁᄒറɁȧԦӌɥɛɠȪȢȝ᭐ȗȪɑȬǿ
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ྒ˹დȾɥȷȤɑȪɚș
Ȫȗႆ๊റࣻȾȝȤɞྒ˹დ̙᩻Ɂʧɮʽʒ
ǽټɽʷʔɰɮʵʃ౫̙᩻Ɂߦख़ȟፖȢȽȞȺǾ
ʨʃɹɁᅔႊɗɁ˹Ɂ૰ɥȬɞȦȻȟ
౫̙᩻ߦኍȻȪȹ۾ҒȺȕɝǾᇹȲȴˢ̷ɅȻɝȟᡇȬɞȦȻȟɔɜɟɑȬǿ
ǽȦɟȞɜ۳ɥᣊțɞȾȕȲɝǾ
ʨʃɹɁᅔႊȽȼȾɛɝྒ˹დɁʴʃɹȟᯚɑɝɑȬɁȺࢳɛ
ɝȗȶȰșɁྒ˹დ̙᩻ɥɥȷȤɑȪɚșǿ

ȦɑɔȾ૰ɥ

ȦɑɔȽ෩ґᛃፈȻஓᬰɁ

ᤛʨʃɹɥ

ȪɑȪɚș

ϧ࣐ከျɥȪɑȪɚș

ɂȭȪɑȪɚș

ǴࠎюȺɂǾɲɬɽʽȾɛ

ǴɁȼȟຐȗȹȗȽȢȹɕȦ

ǴຣǾ࣊ȟᯚȗ˹ȺɁʨʃ

ɑɔȾ෩ґᛃ ፈɥᚐȗɑ
Ȫɚșǿᦀ۾Ⱦ෴ɥȞȗȲ
ȻȠȾɂںґɕॗɟȭȾǿ
ǴͶ ຣ ລ ް Ƚ ȼ ᒲ ɜ ϧ ࣐

ɹᅔႊɂᛵาȺȬǿ
ǴʨʃɹɥᅔႊȪȹȗɞɂ២
ᔸɁȞȞɞͽഈɗᤆӦɂᤧȤ
ɑȪɚșǿ
Ǵࠎ۶Ⱥ̷ȻԚґȽᠾᫌ
ᴥᴯʫ˂
ʒʵ͏˨ᴦɥᆬίȺȠɞȻȠ
ȾɂǾʨʃɹɥ۶ȪɑȪɚșǿ
ǴʨʃɹᒲͶɥѯ
ǽጨయɗᣮॴǽ
ǽɁȗȗႆ٥Ɂǽ
ǽ࿎ɥΈႊȬɞǽ
ǽɁɕɅȻȷȺȬ。

ɝѯȪȹȗɞȺɕǾ
³° ґȧȻɥᄻާȾ૰
ɥوȪȲɝǾሻɥᩒ
Ȫȹ૰ɥȪɑȪɚșǿ
Ǵʒʳʍɹɗ̋ႊȺɲɬ

ɽʽɥΈႊȬɞ᪨Ⱦɂю

ʋɱʍɹɥᚐȗǾͶᝩȟТ
ɟȽȗ᪨ȾɂིျȮȭǾᒲ
ޤȺ᭴ȪɑȪɚșǿ

ैၥʬ˂ʓȺɂིȢǾ

ǴʚʳʽʃɁᓦȗ᭥̜ȻȪȶ

۶ʬ˂ʓ
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ǽͶɥȷȢɝɑ
ǽȪɚșǿ

ɑȪɚșǿ

ᤆӦȬɞȻȠɁʧɮʽʒ

ᴰ߈ɥᤧȤɑȪɚș

ǴҋȞȤɞȾɂሳȗȲᩖɗک

щͶᄑȾɂ͏˩ɁɛșȽৰɥᤧȤȹ๊ӦɥȪɑȪɚșǿ

ǽɥᤣɆɑȪɚșǿ
Ǵɰɳ˂ɷʽɺȽȼͅɁ̷ȻȬɟᤏș

ɂᠾᫌɥሳȤɑȪɚșǿ
Ǵ෩ґᛃፈɂॗɟȭȾǿ
ǴࠎюȺͶȬɞȻȠȾɂȦɑɔȽ૰

Ǵ૰ɁমȗȆ߈ᩐȇሳᩖ

ሻȟˢȷȪȞȽȗࠎȺɕоɝՠɁʓɬɥᩒȤȹ
ǽሳɁํɟɥͽɝɑȪɚșǿ
Ǵ۹ୣȟᪿɑɞȆ߈ᪿȇک

ᴥᴯտɥᩒᴦɥȪɑȪɚșǿᛓ

ʃ˂ʛ˂ɁʶʂȺɂҰɁ̷Ȼᩖ᪣ɥሳȤɑȪɚșǿ᭬

ୣȺᤆӦȬɞȻȠȾɂժᑤȽ᪅ɝߦ

ǽ᭥ࣆȺɕ࢚ɥˢȷᏚȠȾ࣋ɝɑȪɚșǿߦᬂɥᤧȤȹ

ᬂȾȽɜȽȗɛșȾɥ͇Ȥȹǿ

ǽ࣋ɝɑȪɚșǿ

Ǵ͡ਘȬɞ᪨ȾೠފɗధȽȼਖ਼Ⱦ᜔

ǴᩖᣋȺ͢ᝈɥȬɞȆ߈ȇکᬂ

ɟȲɜ෩ȻᆀᲦȺˣߚȾਖ਼ȗɥ

ߦᬂȺɁ͢ឰɂԚґȽᠾ

ȪɑȪɚșǿȾ࢜ȶȲɜɔȾʁʭ

ᫌɥίȴǾʨʃɹɥᅔႊ

ʹ˂ɥ๛Ɇȹ

ȪɑȪɚșǿɲʶʣ˂ʉ˂

ูఏɥᅔఉț

ɗȽȼ̷ȻɁᠾᫌȟ

ɑȪɚșǿ

ᣋȢȽɞ มȺɂ ͢ᝈɥ
৳ɒɑȪɚșǿ
ȦɁᜤ̜ɂǾՀႆәЄᅁʥ˂ʪʤ˂ʂɁষڨɥژȾͽȪȹȗɑȬǿ
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ǽԧ፱ࢍᇋ͢ᇩᇐԦឰ͢ȺɂǾ
ȈɒɦȽȟȷȽȟɝୈțնșǽɒɦȽȾɗȨȪȗɑȴȸȢɝȉɥᄻȪǾ٥ڒɁ

ᄒറɗᇩᇐᩜΡيͶǾᚐൡᩜȻɁԦЄȾɛɝǾඒɁ̜ഈɥஃȪɑȪȲǿ࿑Ⱦ͎֪Ыࢳ࣊ɂ ¹ ఌȾᄉႆȪȲի
᭛Ⱦɛɝ۹ȢɁͳɁȁȟᚱདȨɟȲȦȻɥՙȤǾట͢қɔȹȻȽɞȈདʦʳʽʐɭɬʅʽʉ˂ȉɥᜫᏚȪǾ
ᚱདȨɟȲ˰࢛ɋɁདୈȻႆ๊ѓ࣮ȾտȤȲɝጸɒɥᚐȗɑȪȲǿ

ᯚᳮȾȽȶȹɕާ॑Ȫȹ௨ɜȮɞ٥ڒȾ

цպӭᦂɁ

◇ 70 歳以上の独り暮らしの方へお届けするふれあい
ランチサービス…………………… 延べ食数 8,821 食
◇在宅介護をされている方へ紙おむつを年 4 回給付
………………………………… 延べ給付件数 522 件
◇お達者サロン支援事業
……… 協力者数 3,043 人 延べ利用者数 7,259 人
◇生活援助サービス事業（みなみんおたすけサービス）
●日常の家事を手伝い在宅生活を支援
（利用会員 6 人・協力会員 13 人・利用件数 25 件 )
◇高齢者・障害者の外出支援（交通空白地有償運送）
●ホームヘルパーによる外出支援サービス
………………………………………… 送迎件数 435 件
●ボランティアによる移送サービス
（利用会員 143 人・協力会員 78 人）
……………………………………… 送迎件数 1,955 件
◇日常生活自立支援事業 ………… 現任支援員数 12 人
●新規相談 8 件・新規契約 5 人・契約 13 人
生活支援員が日常生活の財産管理や福祉サービス
の利用援助をサポートし、安定した生活を送れるように支
援しました。
◇生活困窮者自立相談支援事業
●新規相談 58 件・プラン作成 27 件・終結件数 8 件
専門の相談支援員が、個々の抱えている課題を関
係機関と連携調整を図りながら、自立に向けた支
援をしました。

◇共同募金事業
●募金箱コンクール………………… 応募総数 99 点
●歳末たすけあい運動 … 配分世帯（者）
・施設480 件

٣̿ޤ឴Ɂȝਖ਼ͤȗ
（介護保険法・障害者総合支援法に基づく介護サービス
を含む）
◇ホームヘルパーによる訪問介護
………………………………………… 利用件数 824 件
◇居宅介護支援（ケアプラン作成）
…………………………………………利用件数 252 件
◇ホームヘルパーによる障害者居宅介護
………………………………………… 利用件数 82 件

٥ڒɁɒȽȨɑȻцȾ
◇結婚 50 周年記念祝賀事業の開催
金婚式をお迎えのご夫妻へ記念品を贈呈
……………………………………………… 62 組贈呈
◇市内 16 地区社会福祉協議会の運営支援
◇市内７地区に「ささえあいネットワーク南房総」お
よび「生活支援コーディネーター」の設置により、
地域の福祉課題を地域で支えあい解決できる仕組みづ
くりをさらに進めました。
◇火災、風水害等の被災者に応急援護資金の交付
…………………………………… お見舞い世帯数 3 件
◇ひとり親家庭支援事業（新規）
……………………………………… 助成金交付 6 世帯

ʦʳʽʐɭɬ๊ӦɋɁୈ
◇ボランティア養成講座の開催
●給食ボランティア講座 ………………… 91 人参加
●サマーボランティアスクール ………… 23 人参加
◇ボランティアセンターの運営
●登録ボランティアグループ ……………… 74 団体
●登録ボランティア数 ……………… 延べ 1,238 人
●ボランティア団体への助成 ……………… 57 団体
◇災害ボランティア活動の支援
●災害ボランティアセンターの運営 （9/14 〜 10/31）
・ボランティア活動人数……………延べ 3,380 人
・ボランティア活動件数……………………818 件
●南房総市社協復興サポートセンター の運営 （11/1 〜 3/31）
・ボランティア活動人数………………延べ 598 人
・ボランティア活動件数……………………110 件
・被災者への災害見舞金の支給（3 月末現在）… 397 世帯

ᇩᇐଡ଼ᑎɁ
◇小・中学校、高校への福祉教育推進助成金の交付
……… 小学校 (6 校 )、中学校 (5 校 )、高校 (1 校 )
◇学生福祉体験講座を開講
福祉の心を育むため、ボランティア体験を実施。
………………………………計４校 延べ 129 人参加
◇福祉作文コンクール ………………… 応募数 367 点

յሗᦂɁ៴͇
◇福祉資金貸付 ……………………………貸付件数０件

ɈȢȪɁᄾᝬ
◇司法書士による無料法律相談…………相談件数 57件

ᇩᇐ˵ˁᇩᇐൡبɁ៴ҋȻʴɿɮɹʵ

ஃᜫከျ

◇車イスに乗ったまま利用できる福祉車両の貸出
…………………………………………貸出件数 836 件
◇車イス等の福祉機器の貸出
………………………………………… 貸出件数 82 件
◇車イス・歩行器等を受け入れ整備し必要とする方に提供
…………………………………………… 譲受数 9 件
…………………………………………… 譲渡数 12 件

ȜȜ

◇ちくら介護予防センターゆらり… 利用件数 延べ 9,925件

ᇋԦ๊ӦɥȲȢȨɦɁȁȾᅺȶȹȗȲȳȢȲɔȾ
◇ホームページの運営
◇社協広報誌「てんだぁ」の発行年 3 回……
（７・11・3月）
◇第14回南房総市社会福祉大会の開催… 約200人参加
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̜ഈ๊ӦՖо ¨±©
̷͔៵ୈҋ
̜ഈ៵ୈҋ
̜ө៵ୈҋ
ୈ ᥓґᦂୈҋ
៴͇̜ഈୈҋ
цպӭᦂᥓґᦂ̜ഈ៵
ҋ Ӓᦂୈҋ
២આᦂୈҋ
ȰɁͅɁୈҋ
̜ഈ๊Ӧୈҋ ¨²©
̜ഈ๊ӦᦂՖୈࢃᭊ ¨³©½¨±©¨²©

±³¬¸³¹¬±¸¹
²¬´³¶¬µ¹¹
¹¹¬´¸¶¬³¹³
³¶¬¶¶¶¬¹¸°
°
µ¬²´¶¬¶¶¶
µ¬°µ¹¬¶µ°
²·²¬²°°
²°¬³²³
±¬³±°¬°±²
±¶´¬³³¸¬°±²
±±¹¬°³±¬±±²
²µ¬°µ¹¬±²·
¶¬²µ¹¬´³³
µ¬²²°¬°°°
°
´¬µ¹´¬¹¶µ
¶¬°´·¬³²¹
³¬°°°
²°²¬²·°
±¶¶¬´±·¬²³¶
ǭ ²¬°·¹¬²²´

ஃᜫ϶ኄȾɛɞՖୈ
ஃᜫ϶ኄ߆᪀ᦂՖо
Ֆо
ஃᜫ϶ኄՖо ¨´©
ِްႇीୈҋ
ୈҋ
ஃᜫ϶ኄୈҋ ¨µ©
ஃᜫ϶ኄᦂՖୈࢃᭊ ¨¶©½¨´©¨µ©

±¬°¹¶¬¹µ¶
±¬°¹¶¬¹µ¶
³¬°²±¬¹²·
³¬°²±¬¹²·
ǭ ±¬¹²´¬¹·±

ȰɁͅɁ๊ӦȾɛɞՖୈ
ᦂژሥႇࡓՖо
ሥᦂࡓՖо
ȰɁͅɁ๊ӦȾɛɞՖо
ȰɁͅɁ๊ӦՖо ¨·©
ᦂژሥႇୈҋ
ሥႇୈҋ
ୈҋ
ȰɁͅɁ๊ӦȾɛɞୈҋ
ȰɁͅɁ๊Ӧୈҋ ¨¸©
ȰɁͅɁ๊ӦᦂՖୈࢃᭊ ¨¹©½¨·©¨¸©

Ֆо

̙϶៵ୈҋ ¨±°©
छఙᦂՖୈࢃᭊն ¨±±©½¨³©«¨¶©«¨¹©¨±°©
Ұఙఞୈᦂරᯚ ¨±²©
छఙఞୈᦂරᯚ ¨±±©«¨±²©

ᓐ

͢

៵

±²¬µ¹·¬±¸¹

᠆

Ӓ

͢

៵

¸´²¬°°°

࿑

ҝ

͢

៵

´°°¬°°°



±³¬¸³¹±¸¹

ն

³¬°±²¬²³¹
´¬±²¶¬°°°
µ¶²¬¶¸°
·¬·°°¬¹±¹
¸¶µ¬µ´±
±¬³±°¬·¹±
µ¬¹³¹¬³·°
¸¬±±µ¬·°²
ǭ ´±´¬·¸³
°
ǭ ´¬´±¸¬¹·¸
·³¬¸µ¹¬·¹²
¶¹¬´´°¬¸±´

̜ഈ๊Ӧአం

ᴥᒲᴦࢲ³±ࢳ´ఌ±ஓǽᴥᒴᴦ͎֪²ࢳ³ఌ³±ஓ

¨Ԩͱºя©

ขአᭊ

ᦂǽǽǽᭊ

ˢ

͎֪Ыࢳ࣊ขአ֖ڨ

ᴥᒲᴦࢲ³±ࢳ´ఌ±ஓǽᴥᒴᴦ͎֪²ࢳ³ఌ³±ஓ

ᴥԨͱᴷяᴦ

Өǽްǽᇼǽᄻ
ɿ˂ʝʃ๊ӦۄນɁ
͢៵Ֆᄬ
߆᪀ᦂՖᄬ
Ֆ
ጽࢠጽ៵ᛃӒᦂՖᄬ
ՙᜣᦂՖᄬ
̜ഈՖᄬ
ᄬ
̿឴ί᪙̜ഈՖᄬ
᪩ᇩᇐɿ˂ʝʃኄ̜ഈՖᄬ
ɿ˂ʝʃ๊ӦՖᄬ ¨±©
̷͔៵
̜ഈ៵
̜ө៵
ᥓґᦂ៵ႊ
៵
цպӭᦂᥓґᦂ̜ഈ៵
Ӓᦂ៵ႊ
២આᦂ៵ႊ
ႊ
ᦂژጸоᭊ
ນΙРԵ៵
ّ࣌ᛃӒᦂኄ࿑ҝሥᦂࡓᭊ
ȰɁͅɁ៵ႊ
ɿ˂ʝʃ๊Ӧ៵ႊ ¨²©
ɿ˂ʝʃ๊Ӧۄນࢃᭊ ¨³©½¨±©¨²©
ɿ˂ʝʃ๊Ӧ۶ۄນɁ
ՙҟকᥓछᦂՖᄬ
Ֆᄬ ȰɁͅɁ{p}๊Ӧ۶Ֆᄬ
ɿ˂ʝʃ๊Ӧ۶Ֆᄬ ¨´©
៵ႊ ɿ˂ʝʃ๊Ӧ۶៵ႊ ¨µ©
ɿ˂ʝʃ๊Ӧ۶ۄນࢃᭊ ¨¶©½¨´©¨µ©
ጽࢠۄນࢃᭊ ¨·©½¨³©«¨¶©
࿑ҝۄນɁ
ஃᜫ϶ኄ߆᪀ᦂՖᄬ
Ֆᄬ ȰɁͅɁ࿑ҝՖᄬ
࿑ҝՖᄬ ¨¸©
ِްႇۨԵૺˁѿґૺ
៵ႊ ّ࣌ᛃӒᦂኄ࿑ҝሥᦂሥᭊ
࿑ҝ៵ႊ ¨¹©
࿑ҝۄນࢃᭊ ¨±°©½¨¸©¨¹©
छఙ๊Ӧۄນࢃᭊ ¨±±©½¨·©«¨±°©
Ꮁᠰ๊ӦۄນࢃᭊɁ
ҰఙᎱᠰ๊Ӧۄນࢃᭊ ¨±²©

छఙఞᎱᠰ๊Ӧۄນࢃᭊ ¨±³©½¨±±©«¨±²©
ژటᦂࡓᭊ ¨±´©
ᦂژࡓᭊ ¨±µ©
ȰɁͅɁሥᦂࡓᭊ ¨±¶©
ȰɁͅɁሥᦂሥᭊ ¨±·©
ඒఙᎱᠰ๊Ӧۄນࢃᭊ ¨±¸©½¨±³©«¨±´©«¨±µ©«¨±¶©¨±·©

៴ϋߦྃ᚜

¨Ԩͱºя©

ขአᭊ
±³¬¸³¹¬±¸¹
²¬´³¶¬µ¹¹
¹¹¬´¸¶¬³¹³
³¶¬¶¶¶¬¹¸°
µ¬²´¶¬¶¶¶
µ¬°µ¹¬¶µ°
²·²¬²°°
±¶³¬°°·¬¶··
±³°¬²·¶¬¸²²
²µ¬°µ¹¬±²·
¶¬²µ¹¬´³³
µ¬²²°¬°°°
´¬µ¹´¬¹¶µ
¶¬°´·¬³²¹
³¬°°°
¸¶µ¬µ´±
²¬´°±¬±±µ
ǭ ²¸¶¬¹²·
²°²¬²·°
±¸°¬¶´²¬¶·µ
ǭ ±·¬¶³´¬¹¹¸
²°¬³²³
±¬±°°
²±¬´²³
°
²±¬´²³
ǭ ±·¬¶±³¬µ·µ
±¬°¹¶¬¹µ¶
±¬³°¸¬¹±²
²¬´°µ¬¸¶¸
·µ°¬¹³°
±¬°¹¶¬¹µ¶
±¬¸´·¬¸¸¶
µµ·¬¹¸²
ǭ ±·¬°µµ¬µ¹³
µ²¬¸¸·¬°¹³

³µ¬¸³±¬µ°°
°
³¬°±²¬²³¹
´¬°°°¬°°°
³¬°´±
´²¬¸´°¬¶¹¸

͎֪²ࢳ³ఌ³±ஓး٣ ¨Ԩͱºя©

 ႇ Ɂ 

២ Ͻ Ɂ 

ํӦႇ
ِްႇ

¸°¬°µµ¬³²²
²´·¬¶³³¬·µ±

ํӦ២Ͻ
ِް២Ͻ

±´¬¸¹¸¬°²³
±³¹¬±°µ¬´·°

ႇɁն

³²·¬¶¸¹¬°·³

២ϽɁն
២ϽՒɆጠႇɁն

±µ´¬°°³¬´¹³
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ጠ  ႇ Ɂ 
ژటᦂ
¸¬°°°¬°°°
ᦂژ
±°µ¬°¹·¬¶³¶
ّ࣌ᛃӒᦂኄ࿑ҝሥᦂ
±¬±·²¬¹´²
ȰɁͅɁሥᦂ
±²¬¸¹µ¬¸±¹
ඒఙᎱᠰ๊Ӧۄນࢃᭊ
´²¬¸´°¬¶¹¸
ጠႇɁն
±·°¬°°·¬°¹µ
³²´¬°±°¬µ¸¸

̜ ഈ  ᦉ
ԧ፱ࢍȺɂߵފᯚᳮԇȟȨɜȾᯚɑɝୈȟ॒ᛵ
ȽȁɋɁറȁȽႆ๊ᝥᭉɗᛵఖȾߦȬɞᇩᇐɿ᷐ʝ
ʃȟɔɜɟȹȗɑȬᶬ
ǽ றࢳᶫᚐ႕Ⱥȕɞᶱ٥ڒᇩᇐ႕ᶲȻͳɁᇩ
ᇐɁᚐӦ႕Ⱥɕȕɞᶱ٥ڒᇩᇐ๊Ӧ႕ᶲȟኍްȨ
ɟɑȪȲᶬ
ǽ ̾ࢳ࣊ɂᶫȦɁ႕ȾȷȗȹͳȾ֚ᅺɥَɝᶫͳ
ɁȁɁɥՕȪȲ̜ഈɥࠕᩒȪᶫɛɝ۹ȢɁ
Ȩ Ȩ ț ȕ ȗᶫ Ȳ Ȭ Ȥ ȕ ȗ ๊ Ӧ Ɂ આ ȗ ਖ਼ ɥ  ۄɗ Ȫ ɑ Ȭᶬ
ȰȪȹͳˁߩᩌᐳȽȼґɥᠯț۹ൡᩜȻᶱȷȽȟ
ɝᶲɥᢉȻȪȲᣵଆˁԦЄɁɕȻᶱ̠ȗȾȨȨțȕȗᶫ
ᝤɕȟާ॑Ȫȹ௨Ȯɞ٥ڒȸȢɝᶲɥᄻȪɑȬᶬ

ȨȨțȕȗɁ٥ڒᇩᇐ๊ӦɁୈ

ʗ᷐ʉ᷐ɁᥓᏚᷢ

Ǵ٥Ԗᇋ͢ᇩᇐԦឰ͢Ɂ๊Ӧୈ
Ǵႆ๊ୈͶҤ϶̜ഈɁᷡႆ๊ୈɽ᷐ʑ᷅

ᡵᣋȽ٥ڒȺȨɑȩɑȽ̬ํȟȺȠɞکȸȢɝɗ
ȨȨțȕȗɁ̈́ጸɒȸȢɝɁୈɥᚐȗɑȬᶬ

ǰ͎֪ᴯࢳ࣊ǽԧ፱ࢍᇋ͢ᇩᇐԦឰ͢ǽ̜ഈ႕ՒɆ̙አǰ
ǽ ǴȨȨțȕȗʗ᷉ʒʹ᷐ɹᷡԦឰͶᷢ
Ǵᇩᇐ๊ӦɥᚐșيͶୈ

ᯚᳮᐐɗ᪩ȟȗɁȕɞɋɁȝਖ਼ͤȗ

ஓࢠɁႆ๊ɥୈțɞյሗᇩᇐɿ᷐ʝʃɥᚐȗɑȬᶬ

Ǵ۶ҋୈɿ᷐ʝʃ̬ᷡᣮሳᄌ٥Рᤆᣞᷢ

Ǵႆ๊Ӓɿ᷐ʝʃᷡɒȽɒɦȝȲȬȤɿ᷐ʝʃᷢ

ǴɈɟȕȗʳʽʋɿ᷐ʝʃ
ǴጤȝɓȷɁፈ͇

ǽ Ǵȝᤎᐐɿʷʽ๊ӦɋɁୈ

ǽ Ǵᇩᇐ˵ˁɮʃɁ៴ҋˁ
ǽǽ ᇩᇐൡبʴɿɮɹʵ

ǽ ǴȴȢɜ̿឴̙᩻ʅʽʉ᷐
ǽǽ ᶱəɜɝᶲɁᤆ؆

റȁȽʦʳʽʐ᷅ɬ๊ӦɁЭȾտȤȹ

ʦʳʽʐ᷅ɬ๊ӦɥȬɞȲɔᶫ
ɒɦȽȟՎӏȪɗȬȗၥہȸȢɝɗ๊Ӧɥ
ɿʧ᷐ʒȪɑȬᶬ

Ǵʦʳʽʐ᷅ɬʅʽʉ᷐Ɂᤆ؆

ǴདȾ϶țȲʦʳʽʐ᷅ɬ๊ӦɁ

Ǵʦʳʽʐ᷅ɬ᭴ផ࣋Ɂᩒϸ

Ǵʦʳʽʐ᷅ɬ๊ӦɁୈ

Ǵʦʳʽʐ᷅ɬί᪙Ɂӏо
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ٌɝȧȻɗᇩᇐᦂ៴͇Ɂᄾᝬ

ᡵᣋȽ٥ڒȺާ॑ȪȹᤈȧȮɞɛșȾ
յሗᄾᝬɗᇩᇐᦂɁ៴͇Ⱦख़ȫɑȬᶬ

Ǵႆٌ๊ᫍᐐȾտȤȲᄾᝬᶫୈᷡႆٌ๊ቃᐐᒲୈҤ࣊ᷢ
Ǵི୳ศऺᄾᝬ
ǴஓࢠᄑȽᦂከျɁȝਖ਼ͤȗ ᷡஓࢠႆ๊ᒲୈ̜ഈǽᷢ
ǴɅȻɝᜆ࣍Ɂୈ
ǽ ǴᇩᇐᦂɁ៴͇

ᇩᇐɋɁျᜓɥࢿɔɞጸɒ

٥ڒᇩᇐȾߦȬɞျᜓɥࢿɔɑȬᶬ

ǴᇩᇐͶ᮷ҋҰផ࣋
Ǵᇩᇐͽ୫ᶫᠣȗᏹಏӭᦂካʹ᷐ɹʁ᷌᷉ʡ
Ǵɿʨ᷐ᷡޙႆᷢʦʳʽʐ᷅ɬʃɹ᷐ʵ

ȨȨțȕȗ๊ӦɁᦂɗ࿎ɥӭᪿ

յሗ̜ഈɥȬɞའɁᦂɥӭɝᶫ
ᇩᇐ๊ӦɁЭȾӓɔɑȬᶬ

Ǵᠣȗᏹಏцպӭᦂ
ǽ ǴདᏲᦂɁӭᪿ
Ǵ߆͇ᦂᶫ࿎ֿ߆͇Ɂՙᬻ
ǽ Ǵʟ᷐ʓʚʽɹɋɁԦӌ
ǴաҒਖ਼ᶫʣʵʨ᷐ɹኄɁՖᪿ

͎֪²ࢳ࣊Ɂ̙አ
ȃˢᓐ͢նǽᴯᴲᴲᴩ
ᴶᴵᴵԛя
ɿ˂ʝʃԖґ
ศ̷ᤆ؆̜ഈ
٥ڒᇩᇐ๊Ӧ̜ഈ
ͳՎӏټ٣ޤᇩᇐɿ˂ʝʃ̜ഈ
ᇩᇐ๊Ӧୈ̜ഈ
ᇩᇐᦂ៴͇̜ഈ
ᠣȗᏹಏӭᦂᥓґ̜ഈ

ᴥԨͱᴷԛяᴦ

̙ አ ᭊ
ᴮᴴᴭᴩᴱᴵᴯ
ᴮᴮᴩᴰᴲᴴ
ᴵᴩᴱᴲᴵ
ᴴᴮᴳ
ᴯᴩ
ᴴᴰᴵ
ᴳᴩᴲᴲᴮ

ɿ˂ʝʃԖґ
දఞȲȬȤȕȗӭᦂᥓґ̜ഈ
ࢍՙᜣ̜ഈ
ᅇᇋԦՙᜣ̜ഈ
ஃᜫከျ̜ഈ

նǽǽǽǽ

ᵻɒɦȽȺȨȨțȕțɞ
ǽǽᇩᇐɁɑȴȸȢɝɁȲɔȾᵻ

̙ አ ᭊ
ᴳᴩ
ᴮᴰᴵ
ᴰᴳᴩ
ᴭᴱᴰ
ᴮᴩ
ᴶᴵᴳ
ᴮᴮᴩ
ᴲᴮᴶ

ᴯᴲᴲᴩ
ᴶᴵᴵ

ᇋԦ͢׆ӏоɁȝ᭐ȗ

٥ڒɁᄒറȟ˿ͶȺȕɞᇋԦȺɂǾ̜ഈɁᒲ˿ॴɥᯚɔɞȲɔȾᇋԦ͢៵ɗ߆͇ᦂȽȼɁᒲ˿
ᦂɁᆬίȟ॒ᛵȻȽȶȹȝɝǾͳɁȁȻцȾ٥ڒᇩᇐ๊ӦɥஃȬɞ֞Ⱥɕ٥ڒɁᄒറȾ͢
׆ȻȪȹȧՎӏɥȝ᭐ȗȪȹȗɑȬǿறࢳɁի᭛ᚱɗற̾Ɂټɽʷʔɰɮʵʃ౫დȾᩜɢɞ
ץᭉȾɛɝᇋ͢ႆ๊ɗጽຑ๊ӦȾ۹۾ȽफᬭɥՒɏȪȹȗɞȦȻȞɜǾ̾ࢳ࣊Ⱦ᪅ɝյԖɥᣮȫȹ
Ɂ͢៵Ɂȧ២આɂȝ᭐ȗȪȽȗȦȻȻȪɑȪȲȟǾρ̷ȻȪȹ͢៵ȾȧԦӌȗȲȳȤɞکնɂȝᣋ
ȢɁյᇩᇐɿʧ˂ʒʅʽʉ˂ȾȹՙȤ͇ȤȹȝɝɑȬǿ
ˢᓐ͢៵

±ՠ

±¬°°°я

յ˰࢛ȾȧԦӌɥȗȲȳȗȹȗɑȬǿ

᠆Ӓ͢៵

±ՠ

²¬°°°я

ᇋԦ̜ഈȾȧ᠆պȗȲȳȤɞρ̷ɁȾȧԦӌɥȗȲȳȗȹȗɑȬǿ

࿑ҝ͢៵

±ՠ

ᴲ¬°°°я

ᇋԦ̜ഈˁ٥ڒᇩᇐ̜ഈȾ࿑Ⱦȧ᠆պȪȹȗȲȳȤɞρ̷ˁ͙ഈɁ
ᄒറȾȧԦӌɥȗȲȳȗȹȗɑȬǿ

ஃᜫيͶ

±ՠ

µ¬°°°я

ᇋԦ̜ഈȾȧ᠆պȗȲȳȤɞᇩᇐஃᜫˁيͶറȾȧԦӌɥȗȲȳȗȹȗɑȬǿ

͢៵ጞоȾȷȠɑȪȹɂ᥄ΠળᣅȺɕՙȤ͇ȤȹȝɝɑȬǿ
ળᣅаᴷՠ࣋ᜤհႭհǽ°°±¸°¸µµ´´³¸ǽӏоᐐջǽᇋ͢ᇩᇐศ̷ԧ፱ࢍᇋ͢ᇩᇐԦឰ͢
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ԧ፱ࢍ٥ڒᇩᇐ႕ ˁ ٥ڒᇩᇐ๊Ӧ႕
ᴥȕȶȲȞȨȨțȕȗʡʳʽᴦȟʃʉ˂ʒ
みんながつながり支え合う みんなにやさしいまちづくり
「あったかささえあいプラン」は、地域の皆さまが
生活の困りごとや生活に望むことに気づき、その解決
や向上を目指す取り組みについて、行政や社協、地域
内の団体や関係機関、NPO など、幅広い関係機関
とも一緒に考え、地域全体で、支え合い・助け合える
ことを目指していく計画です。よって、この計画は、
地域の皆さまの参加がとても重要になります。
多様化する地域の困りごとを「みんな」で解決し、
支え合い助け合い「人」がつながり、誰もが安心して
ɒȽȨɦȾȦɁ႕Ⱦ
ৼɟᜆȪɦȺȗȲȳȤɞɛșǾ 「夢」を持って暮らし、「未来」へとつなげる「福祉
കᛵ࿂ɕͽȪɑȪȲǿ
のまちづくり」へと進めていく計画となりますので、
ʥ˂ʪʤ˂ʂȞɜɕᩣᜄժᑤȺȬᴞ ご協力をよろしくお願いいたします。

Ȍ႕ɁॴಐȻͱᏚȸȤȍ

Ȍ႕ɁኍްȻࠕᩒȍ
ᣋࢳɁȈ٥ڒᇩᇐȉȾᩜȪȹǾّɂȈ٥ڒɁȕ
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金婚のご夫婦をお祝いします

南房総市戦没者追悼式

結婚50周年にお祝い品贈呈
南房総市社会福祉協議会では、今年めでた

南房総市ならびに南房総市社会福祉協議

く結婚 50 周年を迎えるご夫婦へ、これから

会では、戦後７５年という節目を迎える今年、

も寄り添いながら素敵な人生を歩んでいただ

先の大戦で命を失った戦没者の御霊に哀悼

きたいとの思いを込め、記念品を贈呈します。

の意を表とともに恒久の平和を祈念するた

< 対象ご夫妻 >

め、戦没者追悼式を行います。

昭和 45 年 9 月 1 日から
昭和 46 年 8 月３１日の間に結婚され、
市内にお住まいのご夫妻
（ともにご健在であるご夫妻）。

ただし、新型コロナウイルス感染症の今後
の動向により、規模の縮小や中止・延期に
なる場合もあります。

< 申込期間 >
ȁȁȁȁশ ȇ 令和２年１１月６日（金）午後２時
ئųų ȇ Ҥዮࠊႉාȕȭȸȩȫțȸȫȁġġġġġġ
࿚̵̞ࣣ୶ ȇ Ҥዮࠊᅈ˟ᅦᅍᛢ

ĴķĮĲĲĶĴ
ųųųųųҤዮࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ ĵĵĮĴĶĸĸ

令和２年7月27日㈪から
8月14日㈮まで
申込先 / 南房総市社会福祉協議会
会
各福祉サポートセンター
ー
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たくさんのまごころ
ありがとうございます。

白浜地域づくり協議会

善意の寄付
６０，０００円

敬称略/令和２年３月〜令和２年６月

〔物品寄付〕

本橋勝己

４，３６９円（切手を含む） 匿名

西田保政

３，
０００円

匿名

2件

玄米６０㎏

匿名

４９，
０７７円

白米６０㎏

ＫＤＤＩ株式会社

南関東総支社

車イス５台

この寄付金は、
本会福祉振興基金に積み立て、
以後地域福祉向上のため有効に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

Ɣ ჸ Ǔ ƥ
紙おむつを支給します

〜司法書士が
相談に応じます〜

南房総市に在住し、在宅で日常生活のほとんどに介護
を必要とする方に紙おむつを給付します。

時間／午後１時〜午後5時
開設日

○紙おむつ給付事業
・1 日中ベット上で過ごされ日常のほとんどに介助を要する
介護保険法で定められた要介護認定３・４・５の方

対
象 ・身体障害者手帳（1・2 級）をお持ちの方。
者

紙おむつ

尿取りパット

場

白浜コミュニティセンター（中止）

¹ఌ±° ஓ

とみうら元気倶楽部

±°ఌ ¸ ஓ

ちくら介護予防センター

±±ఌ±² ஓ

丸山公民館

±²ఌ±° ஓ

三芳農村環境改善センター

○事前予約申込：随時電話にて予約を受け付けます。
○定
員：6 人（相談はおひとりにつき 40 分まで）
○そ の 他：調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一
内容についての再度の相談は応じられません。
弁護士による相談は他の機関を紹介します。

紙パンツ

対象者 品目

○高齢者介護用品支給事業

予約・問い合せ先：南房総市社会福祉協議会(本所）

・65 歳以上で要介護４・５の方、介護をしているご家族

⏉ 44-3577

※要介護高齢者の属する世帯全員が前年度市民税非課税の世帯
紙パンツ

尿取りパット

ら みよし福祉サポートセンターの

か
1日
月
0
1

※ 1 回あたり 25,000 円以内

給付月および申込期限

事務所が移転します。

南房総市社会福祉協議会みよし福祉サポートセンター

11 月給付の申込は 令和２年 10 月 14 日（水）まで

が、下記の住所へ移転します。

２月給付の申込は 令和３年 1 月 13 日（水）まで

移転に伴い、市民の皆様にご迷惑をおかけいたしま

申込先／南房総市社会福祉協議会各福祉サポートセンター

すが、何とぞご了承下さい。

問い合せ先／南房総市社会福祉協議会（本所）

◆〒 294-0813 南房総市谷向 109 番地 1
南房総市三芳農村環境改善センター内
☎ 0470-36-2276・FAX 0470-36-2261

または、お近くの福祉サポートセンターへ

ࢿڨጤȹɦȳȔ µ° հɁૡᢐю߁ȾˢɝȟȕɝɑȪȲǿ
ᴹඩᜤ̜ᴻ
ᴳʤ˂ʂǾʦʳʽʐɭɬ๊Ӧί᪙ӏоਖ਼ፖȠɁȧಘюȺǾ
Ȍȍèõëõóèéèïëåî®ãï®êðǽȌඩȍæõëõóèéèïëåî®ãï®êð
͏˨ɁɛșȾඩȪǾȦȦȾឞɦȺȝᝃɆ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ

ưᲜ
ǉưǉ

和田地域福祉センター

※新型コロナウイルス感染症の動向により中止になる場合もあります。

品
※１回あたり税込 5,000 円以内
目
ただし要介護３の方は税込 2,500 円以内

紙おむつ

所

¸ఌ ±³ ஓ

±ఌ ±´ ஓ

・精神障害者保健福祉手帳（１・２・３級）及び療育手帳
（Ａ・Ｂ）をお持ちの方

無料法律相談

ー 発行・編集 ー
（各種お申込み先）
社会福祉法人

南房総市社会福祉協議会

◆本所 南房総市千倉町瀬戸 2705-6
⏉ 44-3577 ⏒ 44-3542
◆とみうら福祉サポートセンター ⏉ 33-4565
◆とみやま福祉サポートセンター ⏉ 57-2926
⏉ 36-2276
◆みよし福祉サポートセンター
◆しらはま福祉サポートセンター ⏉ 30-5122
⏉ 44-3541
◆ちくら福祉サポートセンター
◆まるやま福祉サポートセンター ⏉ 46-2200
⏉ 47-3390
◆わだ福祉サポートセンター

Ȝ  Ȝ

