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お知らせ

掲示板

間
受付期 12
/
7
～
1
2
/
6

保育園でお兄さんお姉さん体験!!

小中ボランティアスクール
民間保育園や福祉施設、
地域のてるぼサロンに
て、
ボランティア活動を体験します。
対
内

象 小学4年生～中学3年生
容 ①7月20日(日)13時～15時30分
オリエンテーション(勤労福祉センター)
②7月25日(金)～8月22日(金)のうち
3～5日間 ボランティア体験
③8月23日(土)10時～12時
活動報告会(勤労福祉センター)
参加費 500円(保険代を含む)
申込み 地域福祉・ボランティアセンター
TEL 047-320-4002
必ず参加者本人よりご連絡ください。

車いすをご使用の方

外出してみませんか？

結婚50周年の
ご夫婦に祝品

社会福祉協議
会では、昭和39
年9月1日か
ら昭和40年8月
31日までの間
に結婚され、
ご夫婦おそろ
いの方へ
「敬老の日」
前後に地
域の民生委員
を通じて、結婚
50
周年の祝品
を贈呈いたし
ます。
ご希望の方は
7月25日（金）
までに電話に
てお申し込み
ください。
申込み いち
かわ社協 TEL
047-320-4001

日常車いすを使用している方で、
公共交通機関を
利用しての外出が困難な方へ、
福祉車両で外出援助
を行っています。※運転ボランティアも随時募集中!!
お気軽にご連絡ください。
内 容 福祉車両による送迎
※いちかわ社協所有車（リフトカー）
エリア 市内、隣接市区
回 数 月1回 月曜～土曜（祝祭日を除く）
時 間 9時～17時
条 件 ●日常車いすを使用している方
●市民税非課税世帯の方
●ご利用には介助者が必要になります。
問合せ 地域福祉・ボランティアセンター
TEL 047-320-4002

平成26年度千葉県
介護支援専門員実務研修受講試験の実施について
試験日時
受験資格
申込書配付期間
申込書配布場所

平成26年10月26日（日）10時～12時
医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定期間以上の実務経験のある方
平成26年6月16日（月）～7月23日
（水）
市川市社会福祉協議会、県健康福祉センター、
市川市役所介護保険課
市川市地域包括支援センター（中部・南部・あんしん大柏・あんしん市川駅前）
申込受付期間 平成26年6月16日（月）～7月23日（水）最終日消印有効 簡易書留による郵便受付のみ
問 合 せ 千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班 〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
TEL 043-204-1610 FAX 043-241-5121 ホームページ http://www.chibakenshakyo.com/

講演会

知って あんしん 成年後見

住み慣れた地域で安心して暮らす備えとして、
成年後見制度のお話を聴いてみませんか？

保育クラブの子どもたちのお世話をしてみませんか？

日 時 10月14日(火)14時～16時
会 場 男女共同参画センター7階
申込み いちかわ社協 TEL 047-320-4001

〜市川市放課後保育クラブ補助指導員を夏休み期間募集します〜

心配ごと相談所のお知らせ
相談
無料

会 場 八幡市民談話室 4階
市川市八幡2-4-8
時 間 一 般 相 談 10時～15時
弁護士相談 13時～15時

応募資格 満65歳未満の方(資格不要)、高校生不可
勤務内容 市川市内の保育クラブにおいて、小学1
年生から3年生の児童及び6年生までの
特別に支援を要する児童の日常生活を
保護者に代わり見守り支援します。
勤 務 日 月曜日～土曜日(シフト制)
※各クラブによって勤務可能日数が違い
ますのでご相談ください。

心配ごと相談所予定表
8月 4日・18日
26年 7月 7日・14日
9月 1日・ 8日 10月 6日・20日
11月 10日・17日 12月 1日・15日
27年 1月 19日
2月 2日・16日
3月 2日・16日

夏季の勤務例： 7月 1日～ 7月20日(週1日)
7月21日～ 8月31日(週2～5日)
9月 1日～ 9月30日(週1日)

当日の
※都合により日程を変更する場合があります。
時間終了前に受付を締め切りとさせてい
状況により、
ご了承ください。
ただく事がありますので、

勤務時間 原則1日3～6時間程度
※勤務時間により昼食を持参してください。

※保育クラブ指導員も募集中

クラブ開所時間について
学校開校日は下校時～19時まで。
土曜日、
春夏冬季休業
日等は、
8時～19時まで。

勤務場所 市川市内保育クラブ(44ヵ所92教室)
時

給 940円

交 通 費 当協議会規定により一部支給
雇用期間 7月1日～9月30日
申 込 み 説明会及び面接の日程をお伝えしま
すので、必ず下記へ電話にて申込み
をしてください。
問 合 せ 保育クラブ担当室
TEL 047-320-3124

平成25年度 収支決算報告

収入
区

分

会費収入
寄付金収入
補助金等収入
受託金収入
事業収入
募金配分金収入
受取利息、雑収入
繰入収入等
積立預金取崩収入
前年度繰越金収入
一般会計の計
公益会計ふれあい基金
収益会計 収益事業
総
計

（単位：円）
決算額

19,711,319
4,455,466
68,717,099
962,134,649
4,821,161
29,695,564
1,937,749
68,114,992
5,843,260
12,729,449
1,178,160,708
17,038,920
14,844,912
1,210,044,540

支出

区

分

法人運営事業

24,255,313

地域福祉推進事業

共同募金配分金事業

市・県社協受託事業
貸付事業
福祉サービス利用援助事業
一般会計の計
公益会計 ふれあい基金事業
収益会計 収益事業
総

（単位：円）
決算額

計

131,033,514

29,695,564

958,291,089
2,416,725
18,885,232
1,164,577,437
16,735,034
14,844,912

事業内容
（抜粋）

法人の運営に関わる会議費、渉外費、通信運搬費、光熱水費、燃料費、業務委託費、
負担金、その他事務費等
地区社協活動、地域ケア事業、サロン活動、民生委員児童委員活動、保護司活動、各種ボランティア講座、
ボランティアセンター運営、
無縁物故者法要、
会報発行、
心配ごと相談、
福祉団体助成、
社会福祉大会準備積立、
てるぼサロンまつり、
車椅子、
その他
リシングルツアー、在宅介護者のつどい、福祉関係者新年のつどい、保育園ふれあい体験学習、
福祉施設団体助成、ウェブサイト管理、歳末要援護者支援、ボランティア活動助成、野外ベンチ、
福祉教育推進、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練、車椅子、その他
保育クラブ、コミュニティワーカー、生活福祉資金、成年後見相談
応急援護資金、福祉つなぎ資金貸付事業
てるぼサポート（福祉サービス利用援助、財産保全サービス、財産管理サービス等）
交通遺児援護、結婚50周年祝品、送迎サービス事業
自動販売機設置、点字名刺作成、高齢体験用具貸出、心の遺言ノート、誕生記念ノート
てるぼグッズ
（ストラップ・どらやき・ピンバッジ）
、
入れ歯リサイクル、
バザー等物品販売

1,196,157,383

◎受託金収入（収入）、市・県社協受託事業（支出）には、放課後保育クラブ事業（市からの指定管理）にかかる、経費が含まれております。 （クラブ数：44ヵ所、入所児童数：3,218名、指導員数等：609名）

編集後記

梅雨の時期がやって参りました。
昨今は気象の変動が激しく猛暑かと思えば寒気が訪れると言った状況なので、
体調管理には十分お気を付けください。
この時節梅雨の花を観に、
あじさい寺など訪れたりすれば気分も落ち着くのではないのでしょうか。
雨の日は滑り易く、
高齢者の転倒なども起こりますので皆さ
んで見守りましょう。
勿論、
ご自身も気をつけて。
(歌)

広告主の募集をしています。 発行部数142,500部 広告の大きさ…1コマ6cm×5.7cm刷り色…フルカラー
掲載料金…1コマ30,000円
（税込） 申込先…社協広告担当 TEL 047-320-4001

