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平成 21 年度総会の報告 
 5 月 10 日(日)、南流山自治会館で平成 21 年度の

南流山地区社会福祉協議会総会が開催され、平成 20

年度の事業報告、決算報告、監査報告、そして平成

21 年度の事業計画、予算案が承認されました。 

 

■ 平成 21 年度の事業 (裏面にスケジュール表) 

 昨年と同様、健康講座、ふれ合いサロンを毎月開催

します。それ以外の行事は「長寿会」、「寿楽会」、「婦

人会」、自治会を通して地区社協から案内させていた

だきます。お気軽にご参加ください。 

 

平成 21 年度の事業の概要 

事業 概要 

健康講座 毎月第４土曜日の 10～12 時、

南流山福祉会館の大広間でゲ

ーム感覚の運動を交えながら

体操を行ないます。年齢制限は

なく、事前の申込み、会費も不

要です。汗拭き用のタオル、着

替え、飲料水、そしてウォーキ

ングもありますので歩きやす

い靴を履いてご参加ください。

ふれあいのつどい 6 月、11 月の第２土曜日、南

流山小学校の校庭でグランド

ゴルフ大会を開催します。 

在宅介護教室 在宅介護や健康維持に関する

勉強会を開催します。 

ふれあいサロン 

（水仙の会） 

毎月第３月曜日の 10～15 時、

南流山自治会館で催し物や会

食(300 円)をご高齢の方に楽

しんでいただきます。事前申込

みは不要です。(8 月はお休み)

「いきいき 

シニアの会」 

 (地区敬老行事) 

南流山小学校区にお住まいの

70 歳以上の方を対象に招待状

をお届けし、地域のボランティ

アの方による演芸や会食(無料)

を楽しんでいただきます。 

独居高齢者等の 

見守り活動 

(南流山ひまわり会) 

ご高齢でお一人暮らし、また、

ご夫婦でも病気などで不安を

お持ちの方でご希望をいただ

いた方を対象に、「お元気うか

がい」などの活動をします。 

しょうがいの理解 しょうがいの理解を通してし

ょうがいのある方と共生でき

る地域となるように講演会開

催などの活動を行います。 

 

■ 理事･幹事の改選について 

平成 21 年の総会は役員の２年ごとの改選の年に

あたり、理事・監事が下記のように選出されました。 

 

平成 21 年度 南流山地区社協 理事・監事 

会 長 市川誠  

副会長 森野幾夫、宮田静子 

書 記 育野悠紀、木我芳枝 

会 計 岡田クラ子、弓削美佐子 

理 事 飯泉修司、松原茂、長田哲忍、渡辺宏、 

大槻瑛、中島美江、塩谷節子、荒井公子、

中島節子 

監 事 片山靖起子、網野好幸 

 

「いきいきシニアの会」 

９月 27 日（日）開催に 
市主催の敬老会に代わり、平成 16 年に南流山地区

社会福祉協議会主催としてスタートした「いきいきシ

ニアの会」、第６回目の今年は９月 27 日(日)に南流

山センターで開催されることになりました。 

9 月上旬に南流山小学校区にお住まいの 70 歳以

上の方に招待状をお渡しします。また、皆さんのお元

気な顔を拝見できることを楽しみにしています。 

 

流山こまぎ園の紹介 

 
流山こまぎ園 

流山市駒木台 207 番地の 14 

TEL 04-7199-8320 

 

 社会福祉法人流山市社会福祉協議会によって｢流山

こまぎ園｣が運営されています。この施設は 2008 年

5 月に障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サー



ビス事業所(就労継続支援 B 型)として指定を受け、一

般の就労が困難な人を対象に買い物かごの洗浄作業

や生活活動を通じて、社会参加と自立した生活が営め

るように支援することを目的としています。 

 18 歳以上の障がい者が対象となり、定員は 20 名

です。就労についてご関心のある方は流山こまぎ園

(TEL 04-7199-8320)へお問い合わせください。 

 

就労継続支援 B 型： 

■ 対象者 

1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業

に雇用されることが困難になった方 

2. 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定によ

る利用を含む）した結果、本事業の利用が適

当であると判断された方 

3. これらに該当しない方で、50 歳に達している

方、または障害基礎年金１級受給者 

4. 平成 21 年 3 月 31 日までの間に限り、1.～

3.のいずれにも該当しない方で、地域に一般就

労や就労継続支援Ａ型事業所による雇用の場

が乏しいことや、就 労移行支援事業者が少な

いために、一般就労へ移行することが困難と

市町が判断した地域における本事業の利用希

望者 

■ 実施内容 

1. 就労の機会や生産活動の機会の提供（雇用契

約は締結しない） 

2. 上記を通じて、知識や能力が高まった方につ

いて、就労への移行に向けた支援を目的とし

て、必要な指導等を実施 

 

 

地区社協 Web の紹介 

 インターネットで南流山の地域情報・生活情報を調

べることのできる『南流山通信』の一角に『南流山地

区社協』のホームページがあります。そして地区社協

の活動紹介、福祉関連の情報などを読むことができま

す。本広報紙『しあわせ南流』のバックナンバーも

pdf で収録され、南流山の歴史･散策場所などを紹介

する特集「南流山 2007」もダウンロードできます。 

 

南流山地区社協 

http://www.minami-nagareyama.org/shakyo/ 

南流山通信 

http://www.minami-nagareyama.org/ 

 

◎ 地区社協の活動にご協力いただける方の募集

 南流山地区社協は流山市社会福祉協議会の補助金

と流山市の報償費を受けて活動するボランティア組

織です。活動にご関心があり、ご協力いただける方、

市川（本号標題の連絡先）までご連絡ください。 

 

 

■ 南流山地区社協の行事予定（平成 21 年度） 

月 日 実施内容 月 日 実施内容 

４月 20 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 10 月 19 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

４月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 10 月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 

５月 18 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 11 月 14 日(土)８時 30 分～ グランドゴルフ大会(予定)

５月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 11 月 16 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

6 月 1３日(土)８時 30 分～ グランドゴルフ大会(予定） 11 月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 

6 月 15 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 12 月 21 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

６月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 12 月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 

７月 20 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン １月 18 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

７月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 １月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 

8 月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 ２月 15 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

９月 21 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン ２月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 

９月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 ３月 15 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

9 月 27 日(日) 10 時～ いきいきシニアの会 ３月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 

注：「ふれあいサロン」は南流山自治会館、「健康講座」は南流山福祉会館で開催




