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「困ったときはお互いさま」のたすけあい活動の中軸、有償
ボランティア活動の“ふれあいサービス”に対する松戸市民の
期待と関心が高まっています。2015 年度上半期の（4 月～9
月）の新入会員が、前年の 1.5 倍、80 人にのぼっています。
1998 年設立以来最高の入会です。

■ 利用会員５８人（前年３６人）
■ 協力会員２２人（前年２２人）

8 月 29 日(土)、恒例のふれあい夏祭り、第４回目を開催。地域や松戸市
民の皆さん、会員同士の交流と東日本大震災支援活動への賛同を目的に
開催したものです。中金杉自治会からお借りした大テントの下、飲食コーナー
では焼きそば・焼き鳥・フランクフルト・枝豆・かき氷・きゅうりの一本漬け・生ビ
ール・ジュースの販売が好評。午後４時から７時までにぎわいました。
子どもコーナーではスーパーボール
すくい、綿菓子作り、はずれなしクジ
で大勢の子どもたちが楽しみまし
た。また、景品とにぬいぐるみが当た
るアトラクション企画には、大きな歓
声がわきました。

また、松戸市内の地域包括支援センター、ケアマネージャ
ーの協議会などから、地域ケア会議・研修会などでの、ふれ
あいサービス説明の要請が相次いでいます。これらは本年 4
月の日常生活支援総合事業（新しい生活支援サービス）の
スタートという背景もありますが、ふれあいネットまつどの様々
な活動が市民のみなさん、福祉・介護関係者へ浸透してき
ていることの証左でもあります。
一方、利用会員増ほどには協力会員が増えていないた
め、サービス依頼に応えるコーディネートに苦労しています。

ふれあいネットまつどのパンフレット、10 月～12 月開催の
ボランティア説明会チラシを事務所に用意してありますの
で、お知り合いへのお誘い、ポスティングにご協力ください。

【ボランティア説明会日程】
ふれあいの居場所みんなんちでは
歌声喫茶を開催。第 1 回目からご
協力いただいている鈴木信成さんに
よるギター演奏にあわせて、懐かし
い昭和の名曲、なつメロなどを歌
い、盛り上がりました。

台風１８号と重なった集中豪雨で茨城県常総市を中心に、北
関東から宮城県にかけて大きな被害が出ています。今なお、２００
０人を超える被災者が避難所生活を余儀なくされ、家に戻った被
災者も泥土のかき出しなど復旧に向けて困難な生活が続きます。
この地域で被災した福祉・介護の NPO からも支援を求める声が
届いています。
ふれあいネットまつどでは、「困ったときはお互いさま」の精神で、
北関東・東北豪雨被災者支援活動募金（支援金）に取り組みま
す。みなさまのあたたかいご支援をお願いします。

日

時間

会場

10/30 金

16 時～18 時

ふれあいネットまつど

11/20 金

16 時～18 時

ふれあいネットまつど

12/11 金

16 時～18 時

ふれあいネットまつど

12/13 日

10 時～12 時

市民会館

■名 称 ： 北関東・東北豪雨被災者支援活動募金
■送り先 ： 認定 NPO 法人市民福祉団体全国協議会
被災した茨城・宮城県県内の NPO の復旧活動と
支援活動に必要な資金として使われます。
■募 金 ： 金額に定めはありません。
■期 間 ： 2015 年 9 月 15 日（火）～10 月 30 日（金）
■方 法 ： ①ふれあいネットまつど事務所へ届ける
②同封の振込用紙を使って支援活動募金専用
口座へ振り込む（振込手数料はかかりません）
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9 月6 日（日）松戸市女性センターを会場に、東日本大震災復興支援松戸・東
北交流プロジェクト（事務局：ふれあいネットまつど）は、「伝えたい大震災の記憶・
学びたい大震災の体験 part2」を開催。防災マップ作りと講演会を行いました。

女性センター付近の街歩
きを行い、防災マップをグ
ループごとに作りました。

講演会では阪神淡路大震災での震災支援を行
なった減災・福祉パートナーズの蓮本浩介さんが
映像を使って減災のポイントを紹介しました。

9月18日（金）、協力会員の交流と親睦
を目的に、ボーリング大会を小金ボウルで
行い、17 名の会員が参加。中原勇理事
（写真中央）による始球式の後、2 ゲームを
行いました。みなさん、昔取った杵柄、ゲー
ムはストライクが出る度に盛り上がりました。
2 ゲームで 340 点を超す得点の中良夫さん
が圧勝、優勝記念品としてボーリングのピン
が授与され、その後会場をみんなんちに移
し懇親会を行いました。

9 月 12 日、13 日の 2 日間、2015 年度第 2
回福祉有償運送運転者講習会を開催。全
県下から 20 名が受講しました。

■10 月会員定例会 10 月 23 日（金）開催
（時間）10 時～11 時半（会場）ふれあいの居場所みんなんち
（テーマ）今話題のマイナンバー問題の勉強会（松戸市役所担当者）
※会員ならどなたでも参加できます。

■ イオンイエローレシートキャンペーンにご協力ください
イオン北小金店、ダイエー新松戸店、マックスバリュー新松戸店でのお買い物には、
毎月１１日には黄色いレシートを発行。この黄色いレシートをふれあいネットまつどのボ
ックスへ入れてください。レシート金額の１％がふれあいネットまつどへ寄付されます。

（福祉有償運送運転者講習会）

詳しくはふれあいの居場所「みんなんち」まで
（☎047-346-2052）

被災者交流サロン黄色いハンカチで、8 月
25 日（火）蔵のギャラリー喫茶結花の増田薫さ
ん（写真中央）を講師に「子どもから放射能」
をテーマに勉強会を行い、震災当時を振り返
り、ホットスポット問題などを語ってもらいまし
た。

自家用車を使って移動サービスボランテ
ィアをしませんか？道路運送法 79 条に
もとづく講習会です。
日時：11 月 22 日(日)23 日(祝日）の
2 日間、両日とも 10 時～17 時
会場：松戸市小金北市民センター
対象者：自動車で高齢者・障がい
者などの移動困難な方の外出支
援に関心のある方（第１種普通免
許自動車運転免許保持者）
定員：先着 25 人
費用：15,000 円(テキスト代込)
※詳しくは HP をご覧ください。

【2015 年度下半期事務局体制】
10 月 1 日より、居宅介護支援（ケアマネ）
は、103 号室、訪問介護は、102 号室へ移
動。
担当
氏 名
室
事務局長

奥田 義人

管理（会計・総務）

織畑 真奈美

みんなんち

森田 トミエ

黄色いハンカチ
高田 良子
たすけあい活動セン
○佐久間 浩子
ター センター長
○成島 良太
介護保険
ケアマネージャー

村松 千里

ふれあいサービ
ス（有償ボランテ
ィア）

○村越 仁美

介護保険
訪問介護
サービス
障害者総合支
援障害福祉サ
ービス

○青木 里美

103
101

102
103

松下 直樹※
鈴木 由紀子

木瀬 利美
○細嶋 千広※
奥井 眞子

１．網掛氏名は、サービスコーディネーター
２．○印は、責任者・リーダー
３．※印は、企画・広報担当兼任
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