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銚子市若宮町４番地の８ 銚子市保健福祉センター　社会福祉法人 銚子市社会福祉協議会内

銚子市　ファミサポ

銚子市ファミリー・サポート・センター

会員登録のお申込み・お問い合わせ 銚子市ファミリー・サポート・センター

開所時間：午前 9時～午後 5時（平日）TEL：0479-21-6665
FAX：0479-21-9861
mail：mail＠choshi-syakyo.or.jp

会員募集

提供会員
市内在住の20歳以上の心身共に健康で、この事業に理
解と熱意のある方。性別・年齢は問いません。センター
主催の講習会受講が必要となります。
※有償ボランティアです。

利用会員
市内在住・在勤の方で、原則生後6か月以上小
学校６年生までのお子さんのいる方。

※両方会員として「提供会員」「利用会員」両方に登録
できます。

地域で支える子育て支援

空いた時間で
育児のお手伝い
します！

子どもを
預かって
もらいたい

保育園などの
送迎をお願い
したい

子育ての

経験を

いかしたい
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　9月 3 日（土）銚子市保健福祉センターにて、結婚 50 周年記
念祝賀会を 3 年ぶりに開催しました。今回対象となったご夫妻
は昭和47年9月1日から昭和48年8月31日に結婚された方々
で 26組が出席されました。
　式典では、越川市長、伊東社会福祉協議会会長の主催者挨拶と
ご来賓の方々からの祝辞の後、野口勇さん・惠美子さんご夫妻よ
りお礼の言葉がありました。
　式典後には、映像によるちょうし少年少女合唱団の合唱とプア
レイ・ホークー・さとこ・フラ・スタジオのみなさんによるフラ
ダンスが披露され、なごやかなひとときを過ごしました。

野口ご夫妻からのお礼の言葉

ちょうし少年少女合唱団プアレイ・ホークー・さとこ・フラ・スタジオのみなさん

苦楽を共に50年
　　　結婚50周年記念祝賀会
苦楽を共に50年
　　　結婚50周年記念祝賀会
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項　　　目 金　　　額 内　　　　　　容
福祉団体助成 1,480,000 円 銚子市身体障害者福祉連合協議会外 26団体へ助成

在宅福祉 2,069,919 円 災害ボランティアセンター資機材等、社福だより経費

法外援護 1,059,404 円 小中学校用品購入費助成

高齢者福祉 473,950 円 地区社協事業活動費（豊里 21助成）

障がい者福祉 133,047 円 在宅障がい者交流会費用等

児童・青少年福祉活動 383,680 円 市内高校へベンチ寄贈

項　　　目 金　　　額 内　　　　　　容

在宅援護事業 250,703 円 ねたきり高齢者・ねたきり身体障がい者・重度知的障がい
者へ配分

助成事業 780,000 円 13地区社会福祉協議会への活動支援

　令和４年「赤い羽根共同募金」が１０月１日か
ら全国一斉に展開されています。
　皆さまからお寄せいただいたあたたかい募
金は、地域で行われる子どもたち、高齢者、障
がい者などを支援するさまざまな福祉活動や、
豪雨災害などの災害時に被災者支援活動に役
立てられます。

　歳末たすけあい募金は、新たな年を迎える時
期に、支援を必要としている人たちが、地域で
安心して暮らすことができるよう、みんなで支
え合うことを目的とした運動です。この募金は、
全額寄せられた地域に配分され、寝たきり高齢
者や障がい者へ助成されるほか、地域の活動
に役立てられます。
　受付は、千葉県共同募金会銚子市支会（銚子
市社会福祉協議会）で取り扱います。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
にご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
にご協力をお願いします。

令和 3年度の赤い羽根共同募金配分金 5,600,000 円は次のように使われました。

令和 3年度歳末たすけあい募金 1,030,703 円は次のように使われました。

赤い羽根共同募金
令和4年10月1日～

　　　　令和5年３月31日

歳末たすけあい募金
12月1日～12月31日
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【戸別】町内会
愛宕町第３ 高神西町 春日町第２ 清川町第２ 三宅町
清水町上 高神原町 春日町第３ 清川町第３ 高野町
幸町弥生町第２ 名洗町 春日町第４ 若宮町第１ 赤塚町
港町第１ 犬若 尾永井団地市営住宅 三軒町第１ 高田町
仲町第２ 小畑町 大谷津市営住宅 唐子町第２ 岡野台町
橋本町第１ 犬吠埼 大谷津 唐子町第３ 三門町
橋本町第２ 犬吠埼南 春日協栄団地 三崎町三丁目 中島町
橋本町第３ 長崎町 上野町第２ 長塚町六丁目大地 船木町
通町第１ 外川町１の２ 新生１の１ 松本町東 野尻町
榊町 外川町２の北 新生１の２ 松本町西第２ 小船木町
海鹿島町東 外川町２の中央 新生１の３ 松本町西第３ 塚本町
海鹿島町駅前 外川町４の西浜 新生２の上 松本町南 忍町
海鹿島町中区 外川台町市住 新生２の下 松本町北 小長町
海鹿島町南 南町 新生３の後田 本城町東 茶畑町
海鹿島町西 前宿町第１ 新生３の辰己 本城町北 桜井町
植松町第３ 前宿町第２ 興野西第１ 本城町南第２ 諸持町
植松町第４ 前宿町第３ 本通 長塚町東 宮原町
川口町第２ 東町 末広町第１ 長塚町新田 豊里台
笠上町第１ 後飯町 末広町第３ 長塚町南 豊里台県営住宅
笠上町第２ 和田町 末広町第５ 長塚町ニュータウン 八木町第１
笠上町第３ 田中町 西芝第２ 松岸町東 八木町第３
黒生町住宅 竹町東 妙見町 松岸町北 八木町第４
黒生町第１ 竹町西 妙見町北 松岸町西 小浜町第１
黒生町第２ 内浜町南 栄町第１ 松岸町南 小浜町第２
黒生町第３ 西小川町第１ 栄町第２ 垣根町 小浜町第３
明神町第２ 西小川町第２ 栄町第３ 四日市場町 小浜町第４
明神町第２団地 南小川町第１ 栄町第４ 柴崎町第１ 常世田町第２
川口外港第２ 南小川町第２ 台町 柴崎町第２ 親田町
高神東町 春日町第１ 清川町第１ 柴崎町第３

【職域】
銚子市消防職員親和会

赤い羽根共同募金寄付者一覧（令和4年10月13日現在）【敬称略・順不同】

「社福だより」は一部赤い羽根共同募金配分金を受けて作成しています

銚子市社会福祉協議会会費納入・ご寄付ありがとうございます
【会費】
三崎町三丁目町内会 ......................... 10,000 円
柴崎町第 2町内会 .............................30,000 円
若宮町第 1町内会 .............................10,800 円

【賛助会費】
NPO法人スマイル銚子 ....1,500 円
【一般寄付金】
匿名（４件）......................25,520 円

海鹿島町駅前町内会 ......................33,900 円
外川町２の中央町内会 ....................15,000 円
野尻町町内会 ................................. 90,000 円

【一般寄付金】
銚子市シニアクラブ連合協議会
.................................45,678 円

（令和 4年 7月12日～ 10月13日）【敬称略・順不同】

令和 4年度会費は、10月13日現在、200町内会より4,526,700 円納入いただいています。
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