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 還元された会費は地域の福祉に活用しています 

根郷地区：人口２５，４２４人 世帯数１１，２５１ 平成２９年５月末現在 

 

住んでよかったまち根郷にするために 
会長 足立 元秀 

佐倉市では介護予防・日常生活支援総合事業がスタートしました。 

住み慣れた地域で生活を続けられるために、地域全体で助け合える支えあいが必要になりま

す。要介護状態になることを予防することを目的とした「通いの場」活動では月に２回集まり、

体操や脳トレ等に地域内での取り組みが進められています。 

 また家事援助等の支えあい事業「ちょこっとサービス」もおかげさまで一年半が過ぎ、平成

２８年度の実績は、利用者数４６人、利用件数３７７件、作業時間計３６４時間でした。 

サポーターがより良い援助をするために、「室内清掃のポイント」と「介護予防・日常生活

支援総合事業」についてを内容とする研修を実施しました。 

一人暮らし高齢者が急増するなか、地域での見守りが重要となります。しない、させない 

孤立化です。住みよいまち根郷、住んでよかったまち根郷、安心安全なまち根郷にしましょう。 
 

皆様からお預かりした社協会費の行方は 

 

根郷地区納付金 

２８年度 

２，２４６千円 

 

根郷地区還元金 

２８年度 

１，３５７千円 

佐倉市社会福祉協議会 

会費還元金 

一般会費の６０％ 

賛助会費の８０％ 

特別会費の９０％ 
（法人団体会費を除く） 

すべて、地区社協へ直接還元と

します 

 

【参考】平成２９年度 全世帯加入時の試算(佐倉市社協資料から抜粋) 

根郷地区 ６，９５４世帯 ３，４７７千円  根郷地区還元金 ２，０８６千円 

 

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 
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平成２９年度役員・事業部長ならびに福祉委員一覧 (125 名) 
 

福祉委員は、地域のいろいろな課題を見つけ、解決策を考えたり、専門家につなぐ役割を担います。また実際に活動することはもちろん、他の関係

者との連絡を密にして情報交換をします。 

福祉委員は、地域の生活者であり、一人の住民ですから、住民の方からの「声を聴き」、住民と「共に考え」「共に支え」「共に動く」を基本として、

住民の方と一緒に活動し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

地区代表 
 

宍倉 慶治  六崎 
岩内 正道  表町 
冨張 良治  表町浅間前 
上津原 隆  根郷角栄 
成毛 正則  寺崎東 
小川  眞     寺崎西 
小野 俊郎  石川区 
石橋 博之  石川県営 
佐藤 一彦  石川追分 
武井  健   城 
渡辺 富美男  松ヶ丘団地 
大竹 謙爾  松ヶ丘第二 
中嶋 正美  太田 
実川  功   大篠塚 
三浦 悦子  小篠塚 
内藤 正美  木野子 
梅澤 信一  神門 
内田 利央  馬渡 
吉成  崇   さくら山王 
石橋  渉   藤治台 
田中 勝夫  春路 
佐々木大次郎 大崎台１丁目 
櫻井 一浩  大崎台２丁目 
國友  潔   大崎台３丁目 
二川  昇     グリーンヒル佐倉 

斉藤 昌孝   クラッセ佐倉 
宮本 利之  大栗 

福祉協力者  
 

相澤 昭重 六崎 

秋山 憲子 大崎台３丁目    

池田 洋子 表町 

伊藤 美佐子 表町浅間前 

稻村 多恵子 春路 

井野 記男 グリーンヒル佐倉 

岩室  伸 藤治台 

岩渊 重雄 大篠塚 

内田 延幸 松ヶ丘第二 

牛田 義宣 大崎台３丁目 

大川 新一 石川 

大川 義郎 藤治台 

大野 博實 神門 

大野  榮 松ヶ丘第二 

小澤 昭子 大崎台３丁目 

荻巣 捷二 山崎 

木屋尾 和之 藤治台 

木村  宏 山王 

神山 佳三 石川追分 

神山 幸子 石川追分 

斎藤 道子 石川追分 

齊藤 信子 表町 

白鳥 文子 松ヶ丘第二 

関  彩子 大崎台２丁目 

寺田 幸夫 石川 

内藤  隆 城 

長峰 隆志 大崎台２丁目 

長澤 直子 山王 

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 武 山王 

林   一夫 石川追分 

林   義之 城 

羽根井 誠 大篠塚 

羽根井 義文 小篠塚 

古屋 富子 城 

星   初枝 山王 

前野 喜郎 大崎台２丁目 

松本 泰史 グリーンヒル佐倉 

丸山 義男 大崎台１丁目 

水本 寛紀 春路 

三田 俊郎 松ヶ丘第二 

宮野 柳一郎 太田 

宮田  久美子 山王 

深山 和明 馬渡 

村本 正志 大崎台２丁目 

山根  惠 山王 

吉崎 文昭 山王 

吉田  実 大崎台３丁目 

湯本 修司 藤治台 

事 務 局 
佐倉市大篠塚１５８７  

南部地地域福祉センター内 

電話・FAX 043-483-7288  

事務局員  中野 朋平  

勤務時間 火曜・木曜  

９時～１６時 

各組織・その他  
 

諸根 彦之 根郷小校長 

吉田  浩 寺崎小校長 

松本 厚子 山王小校長 

塚本  学 根郷中校長 

名和  智幸 根郷小ＰＴＡ 

葛巻 友希 寺崎小ＰＴＡ 

黒田 亜紀子 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 松ケ丘白翠園 

堀   優子 葵の園 

吉田 信之 南部児童センター 

並木 信也 市高連 

山﨑 浩子 むぎの会 

尾崎 宇女 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  

民生委員・児童委員 
  

長澤 信夫   六崎東 

山口 君子     六崎西 

立花 久美子   表町西 

丸島 明海     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  

小出 啓子     石川  

大和久 重子    石川県営住宅(1棟～9棟) 

清水 義之     石川県営住宅(6棟～9棟) 

渡貫 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 

三浦 悦子     大篠塚・小篠塚 

梅澤 茂樹     神門・馬渡 

鈴木 寛博     山王 1 丁目 

渡邉 正紀     山王２丁目 西 

松井  強     山王２丁目 東 

越川 和美    藤治台 

内藤 寛子    春路 

細川  武     大崎台１丁目 

田中 弘枝    大崎台２丁目 

長田 成兒    大崎台３丁目 

日暮 芳惠    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 

役 員 
会  長  足立 元秀 

副 会 長  大野 博實 

事務局長  内藤 寛子 

会  計  岡﨑 好子 

書  記  秋葉 優子 

書  記  西原 正夫 
 

監 事 
岩室 伸 関  彩子 

事業部長 
地域福祉事業部 越川 和美 

児童福祉事業部 渡貫 雅雄 

高齢者福祉事業部 渡邉 正紀 

障がい者福祉事業部 井野 記男 

子育て福祉事業部 石橋 美代子 

広報事業部 前野 喜郎 
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平成２９年度事業計画概要 

 

ご長寿をお祝い 

 

敬老のつどい 

９月２４日(日) 

根郷中学校体育館 

 

地域に福祉の輪を 

 

根郷福祉まつり 

１１月５日(日) 

南部地域福祉センター 

 

 

地域福祉の声を 

 

住 民 福 祉 懇 談 会  

春路・大崎台１丁目 

大崎台２丁目 

 

高齢者に憩いのひとときを 
 

友愛訪問 ６月・１２月 

地域交流会 7 月・２月 

 

児童の健全育成を 

 

フットサル教室 7 月・２月 

教育ミニ集会 ８月 

まち探検 １０月 

 

障がい者に理解を 
 

アイマスク・車椅子体験  

９月・１０月 

障がい者交流会 １月・３月 

 

乳幼児との楽しい集い 
 

子育てサロン 

(トトロちゃんクラブ) 

 毎月 第３木曜日 

 (４月・８月を除く) 

 

 

根郷社協の活動報告 
 

広報紙 福祉ねごうの発行 

 

７月・１１月・３月 

 

平成２９年６月１６日(金) 午前９時より南部地域保健 

センター会議室にて常盤平地区社協との交流会が開催され

ました。 

 常盤平地区社協出席者は松戸市社協を含め３２名、根郷

地区社協は佐倉市社協を含め１９名、総勢５１名の大交流

会となりました。 

 足立会長、安蒜会長の挨拶の後、各々の地区社協の事業

紹介があり、その後の質疑応答では、常盤平地区社協から

「ちょこっとサービス」についての質問が多数あり、関心

の高さが見られました。 

９時５０分盛況のうちに終了となり、常盤平地区社協の

皆様はバスにて次の訪問地に向かわれました。 
 

 

 

支えあいサービス 
(ちょこっとサービス) 

 

草取り・庭の水やり・窓拭き 

話し相手・ごみだし 
 

買物代行・電球交換 

(２９年度より実施) 

松戸市 常盤平地区社会福祉協議会との交流会開催 
 

常盤平地区社協の皆様 

新床・表替・裏返 

石 田 畳 店 
佐倉市城７６８ 

Tel ４８５－４００７ 

４８５ 

大小のご宴会承ります 
なんでもご相談してください 

佐倉市表町１－６－３ 

Tel ４８１－４１２５ 

永い間ごひいきいただきましたが、

８月末日で閉店いたします。 

この福祉ねごう(７５号)をご持参

の方、全品３割引き(消費税なし)で

販売いたします。 

売り切れにて終了いたします。                

茶ゃわたぬき   店主 

 

根郷福祉まつり抽選会賞品のご提供をお願いします。 
 ご提供いただける方は根郷地区社協事務局(４８３－７２８８)までご連絡ください。 
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ちょこっとサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

常盤平地区常盤平地区社協松戸市)との交流会開催 
 

                           
平成２９年６月１６日(金) 午前９時より南部地域 

保健センター会議室にて常盤平地区社協との交流会が 

開催されました。 

 常盤平地区社協出席者は松戸市社協を含め○○名、 

根郷地区社協は佐倉市社協を含め○○名、総勢○○名の 

大交流会となりました 

 足立会長、安蒜会長の挨拶の後、夫々の地区社協の 

事業紹介があり、その後の質疑応答では、常盤平側から 

「ちょこっとサービス」についての質問が多数あり、 

関心の高さが見られました。 

電球交換 

サポーター募集中 
手助けの必要な方のお宅へ伺って、お

手伝いをして頂ける方。  

作業料をお支払いいたします。 

（例）１時間  500円 

賛助会員募集中 
ちょこっとサービスの趣旨に賛同し、運

営資金の援助として賛助金の支援をし

てくださる方。 

一口 1000円／年度 

Ｈ28年度 利用状況 
 内容 件 

ゴミ出し 170 

草取り 50 

庭の水やり 2 

窓ふき 6 

話し相手 21 

その他 128 

計 377 

 

買物代行、電球交換 

も行います。 

その他ご要望がござ

いましたら、ご相談く

ださい。 

サポーター・コーディネーター研修会開催（6月 11日） 

 

室内掃除について 
 

 今まで室内掃除の依頼があり、今後の作業の参考に、また、知ってお得なミニ知識というこ

とでお話しいただきました。掃除は「上から下へ、奥から手前へ」が基本。窓ガラス、お風呂、

トイレ、キッチンを掃除するときの、ちょっと便利なグッズの紹介を受けながら、掃除のポイ

ントについて教えていただきました。 
 

介護保険の改正に伴う介護予防・日常生活支援総合事業について 
 

総合事業の概略と、実際に行われているホームヘルプサービスの説明を受けました。その中

では介護保険を適用されている本人のもの以外の洗濯や使用する場所以外の掃除、草取り、庭

掃除などは介護保険適用外とのことでした。このようなことから、今後ますます地域での支え

あいが大切となり、「ちょこっとサービス」の役割が重要になってくるのではないかと思われま

す。 

 

買物代行 
電球交換 


