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ちょこっとサービスセンター 
 

約２年間の準備期間を経て、本年 1月 13 日に無事、開所

式を迎える事が出来ました。 スタートに当たり不安な面が

多々ありましたが、佐倉市社会福祉協議会、根郷地区社会福

祉協議会、サポーターの皆様方のご支援、ご協力により順調

に歩き出しております。 

 

≪ サービス利用状況 （１～5 月末現在）≫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業区分 件 

ゴミ出し ４８ 

草取り １３ 

窓ふき １ 

話し相手 4 

その他 6 利 用 会 員 １６名  

サポーター(協力会員) ４９名  

賛助会員（H28 年度） ３７名  

コーディネーター ６名  

根郷地区：人口２５，２３２人 世帯数１１，００３ 平成２８年４月末現在 

地区社協がんばってます！      

 
生活支援事業の中の支え合い活動もおかげさまで順

調に滑り出しました。みなさまに親しまれ続けられるよ

うに一歩一歩進んでいきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 地区内での一人住まいの方が、増えてきたのを実感し

ています。色々とあの手この手と行政で対策を立てて頂

いていますが、間に合わない現状で地域力が必要とつく

づく思うこの頃です。何ができるか、声掛け、訪問、等

です。 

 福祉サービスの利用の仕方が判らない、公共料金や医

療費の支払い、銀行での払い戻しがうまくできない等で

す。困ったときは、民生委員や社会福祉協議会福祉委員

に相談してください。 

 生活を支え、財産を守るための成年後見制度を利用

して自立した地域生活を送れるようにしましょう。 

 根郷地区内に生活支援コーディネーター(高齢者の

生活支援、介護予防、見守り、安否確認、配食、家事

援助、交流の場、外出支援をする人)が、南部包括支

援センター内に配置され活動しているところです。 

 地域内で活動している子育てを応援しているトト

ロちゃんくらぶの支援をお手伝いしていただける方

を募っています。 

 今年も、根郷福祉まつり、敬老のつどいにご協力頂

き地域の活性化に努めて参ります。 

 

会長 足立 元秀 

≪現在のスタッフ、会員（１～５月末）≫ 

4月～5月は時節柄、雑草取

りが多くなっており、今後も

続くものと思っております

が、先ずは現行のサービスに

しっかりと応える事が必要だ

と思っております。 

電球交換、室内掃除機かけも

お手伝いします。 

常時、サポーター、賛助会員の募集を行っております。 

福祉 
根郷地区社会福祉協議会 

 佐倉市大篠塚 1587 

   南部地域福祉センター内 

   電話･FAX 483-7288 
Mail:negou_syakyou@yahoo.co.jp 
http://negousyakyou.sakura.ne.jp 

今後とも、皆様のご支援、ご協力をお願い致します。 

 南部地域福祉センター内  TEL/FAX 043-312-1808 

水・木 10:00～12:00      Mail : cyokotto@yahoo.co.jp 
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地区代表 
渡辺 浩一   六崎 

伊藤 美佐子  表町 

加藤 光男   表町浅間前 

芹澤 義洋   根郷角栄 

飯高 稔    寺崎 東 

井原 稔典   寺崎 西 

滝川 友典   石川 

清水 義之   石川県営 

林  一夫   石川追分 

内藤 隆    城 

大川 譲    松ヶ丘団地 

松本 昭正   松ヶ丘第二 

和田 正幸   太田 

梅澤 正男   大篠塚 

大岡 勝    小篠塚 

内藤 正美   木野子 

並木 信也   神門（市高連） 

深山 一道   馬渡 

矢野 美代子  山王 

岩室 伸    藤治台 

松本 和浩   春路 

秋山 裕子   大崎台 1 丁目 

前野 喜郎   大崎台２丁目 

長田 成児   大崎台 3 丁目 

前原 正夫   グリーンヒル佐倉 

永島 泰和   クラッセ佐倉 

川端 敬司   大栗 
 

各組織・その他 
石井 喜広  根郷小学校 

林  賢治  寺崎小学校 

松本 厚子  山王小学校 

川津 章   根郷中学校 

内田 延幸  根郷小ＰＴＡ 

関  彩子  寺崎小ＰＴＡ 

山根 恵   山王小ＰＴＡ 

藤本 さおり 根郷中ＰＴＡ 

西原 弘明  はちす苑 

河田 ひろみ 愛光 

奥山 裕子  ときわの杜 

岩崎 耕助  そよ風 

米村 隆   松ヶ丘白翠園 

佐々木直人  葵の園・佐倉南 

山崎 浩子  むぎの会 

藤原 晴香  南子連 

竹内 勝浩  青少年育成住民会議 

高梨子淳一  南部地域包括支援センター 

吉田 信之  南部児童センター 
 

民生委員・児童委員 
長澤 信夫  六崎 東 

飯泉 照教  六崎 西 

篠原 育子  表町 西 

橋本 啓子  表町東・表町浅間前 

小林 眞智子 根郷角栄・藤倉電線 

足立 元秀  寺崎 

寺田 幸夫  石川 

大和久重子  石川県営１棟～５棟 

山口 つね子 石川県営６棟～９棟 

綿貫 雅雄  城 北 

秋葉 優子  城南・石川追分・大栗 

安本 秀明  木野子・松ヶ丘団地 

岡﨑 好子  松ヶ丘第二 

新谷 俊文  太田 

岩淵 重雄  大篠塚・小篠塚 

小出 淑子  神門・馬渡 

鈴木 寛博  山王１丁目 

渡邊 正紀  山王２丁目 西 

近藤 武雄  山王２丁目 東 

越川 和美  藤治台 

内藤 寛子  春路 

丸山 義男  大崎台１丁目 

村本 正志  大崎台２丁目 

牛田 義宣  大崎台３丁目 

成毛 豊子  大崎台４丁目・クラッセ佐倉 

山片 立子  大崎台５丁目 

石橋 美代子 主任児童委員 

永山 直子  主任児童委員 

福祉協力者 
相澤 昭重  六崎 

池田 博志  表町 

池田 洋子  表町 

石川 眞由美 春路 

稲村 多恵子 春路 

井野 記男  グリーンヒル佐倉 

牛玖 潔   小篠塚 

牛玖 昌弘  馬渡 

梅澤 茂樹  神門 

大川 新一  石川 

大川 義郎  藤治台 

大坂 道明  グリーンヒル佐倉 

大野 栄   神門 

大野 博實  神門 

荻巣 捷二  山崎 

小澤 昭子  大崎台３丁目 

北郷 ふみ  松ヶ丘団地 

木村 宏   山王 

木屋尾和之  藤治台 

葛巻 友希  グリーンヒル佐倉 

神山 幸子  石川追分 

神山 佳三  石川追分 

斉藤 信子  表町 

斎藤 道子  石川追分 

佐藤 由紀子 松ヶ丘第二 

里見 尚美  グリーンヒル佐倉 

清水 良   木野子 

白鳥 文子  松ヶ丘第二 

関  正夫  四街道市美しが丘 

永田 千草  山王 

中務 清孝  山王 

西原 正夫  大崎台３丁目 

長谷川智之  城 

羽根井誠   大篠塚 

羽根井義文  小篠塚 

林  義之  城 

藤枝 安   松ヶ丘第二 

藤ヶ崎行雄  山王 

古屋 富子  城 

星  初枝  山王 

松本 泰史  グリーンヒル佐倉 

水本 寛紀  春路 

三田 俊郎  松ヶ丘第二 

宮田 久美子 山王 

宮野 柳一郎 太田 

深山 和明  馬渡 

山下 誠   山王 

湯本 修司  藤治台 

 

本年度役員・事業部長および福祉委員は以下の通りです。 

1 年間よろしくお願い申し上げます。 

福祉委員 (122 名) 

 

名) 

 

役 員 
会  長   足立 元秀 

副 会 長   内藤 寛子 

事務局長   西原 正夫 

会  計   岡﨑 好子 

書  記   村本 正志 

書  記   秋葉 優子 

監 事    梅澤 茂樹 

監 事   内田 延幸 

 

事業部長 
地域福祉事業部      牛玖   潔 

児童福祉事業部    綿貫 雅雄 

高齢者福祉事業部   渡邊 正紀 

障がい者福祉事業部  牛玖 昌弘 

子育て福祉事業部  石橋美代子 

広報事業部     前野 喜郎 

中野 朋平  事務局員 
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収 支 報 告 
     平成２８年度予算 

     平成２７年度決算 

平成 28 年度事業計画概要 

支出の部(単位：千円、千円未満四捨五入) 収入の部(単位：千円、千円未満四捨五入) 

地域に福祉の輪を 

根郷福祉まつり 
8月 27日(土) 

南部地域福祉センター 

地域福祉の声を 

住民福祉懇談会 

馬渡・山王・藤治台 

障がい者に理解を 

アイマスク・車椅子体験：8月 

根郷中福祉授業協力：10月 

障がい者交流会：1月・3月 

支え合いサービス 

ちょこっとサービス 
28年 1月開始 

サポーター・賛助会員募集中 

高齢者に憩いの一時を 

友愛訪問：６月・１２月 

地域交流会：７月・２月 

乳幼児と楽しいつどい 

ご長寿をお祝い 

敬老のつどい 
１０月２日(日) 

根郷中学校体育館 

児童の健全育成 

フットサル教室：７月・２月 

根郷地区ミニ集会：８月 

町探検：１０月 

根郷社協活動内容の報告 

広報紙 福祉ねごう発行 子育てサロン 
（トトロちゃんクラブ） 

４月・８月を除く 
各月第３木曜日 

７月・１１月・３月 
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神門自治会の紹介 

     

 

おことわり：年度初めの広報紙の発行日を７月１５日に変更しました。ご理解をお願い致します。 

毎号ご好評頂いています「根郷あれこれ」は都合により休載いたします。 

その後ろについて練り歩きます。 

余興ではカラオケ、盆踊り、ビンゴゲーム等で楽

しみ、飲み物、焼き鳥、焼きそば、かき氷等の無料

振る舞いで食欲を満たし、真夏の夕涼みがてらのひ

と時を盛り上げます。 

 

神門自治会会長 並木信也 

事務所移転 

 

 

 

総合相談センター所長 近藤 美貴 

関係機関のご協力により、「総合相談センター 

佐倉市南部地域包括支援センターと佐倉市障害

者生活支援センターアシスト」が平成 28 年 4 月

に南部地域福祉センターＢ棟事務所内に移転す

ることができました。 

3 年前にモデル事業で障害・高齢の総合相談窓

口として業務を開始いたしました。南部地域福祉

センターは、60 歳以上の方が入浴・娯楽など、余

暇を楽しむことができるように配慮した施設と

なっており、南部包括の対象者と重なる部分が多

く、今後は連携して事業を行うことが出来ると感

じています。また南部児童センターも同一敷地内

にあり、児童分野との連携が可能になりました。 

南部包括では、介護予防教室や介護者のつどい

神門自治会は国道 51号線神門交差点を中心に

95戸の集落です。うち 1/3は１～２人の 65歳以

上の世帯で佐倉市内でも最も高齢化の高い(40%)

自治会の一つです。 

ほとんどが１戸建ての住宅で後継者(神門以外

で家庭をもっている)が将来戻ってきてくれるの

か当事者はもちろん、自治会員の多くが心配して

います。 

自治会の行事として祭礼、御歩射（おびしゃ）、

宮薙（みやなぎ）、など古くからのものと余興、

防火訓練、一斉清掃があります。 

祭礼には御神輿を車輌に乗せて(昔は若者が担

いで練り歩いたが現在は国道の使用許可が下り

ない)自治会内四方を回り役員を始め多くの人が

など、佐倉市から委託された事業のほか、独自で

「お元気クラブ」を開催しています。ふるさと体

操やタオル体操、ふまねっとなどの運動を通し、

体力づくりや交流の機会を設けています。市内の

60 歳以上の方で自力歩行が可能であれば参加で

きますので、是非ご参加ください。 

アシストは障害のある方の利用計画書の作成等

を行っています。障害手帳やサービス申請のご相

談などありましたらご連絡ください。 

【お知らせ】 

7月21日(木)：介護者のつどい 「熱中症にならないために」 

8月9日(火) ：介護教室「歌って楽しく認知予防」 

事前の申し込みが必要です。 

南部包括（０４３－４８３－５５２０）までご連絡ください。 


