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『夏ボラ説明会』に参加した小学生から専門学校生までの計 54名が、夏休み中に市
内各所でボランティア活動にチャレンジしました（5ページ参照）。かわいい赤ちゃん
と触れ合ったり、福祉施設でお茶出しをしたり、様々な体験をしました。

「ふくっぴーファミリーサロン」
　子育てサロンで赤ちゃんと触れ合う
中学 3 年生（袖ヶ浦）

宅幼老所
「みもみのいしいさん家」
　ピアノの生演奏を聴く女性
にお茶を手渡す小学 3 年生
（東習志野）

ボランティア

ボクにワタシに

まかせてね！！

平成26 年10 月1日発行（年 4 回╱4 月1日、7月1日、10月1日、1月1日発行）この広報紙は共同募金の配分金の一部等によって発行しています。※ 本紙は、再生紙を使用しています。



共同募金運動がはじまります

赤い羽根共同募金　期間：10 月1日～ 12 月 31日

赤い羽根共同募金
期間：10 月1日～ 12 月 31日

歳末たすけあい募金
期間：12 月1日～ 12 月 31日

NHK 歳末たすけあい募金
期間：12 月1日～ 12 月 31日

じぶんの町をよくするしくみ

赤い羽根共同募金は、わたしたちの町や暮らしを少しでも良くしようと、がんばっている人たちを応援するために使われます。

平成 25 年度は、習志野市内で 1,307 万円集まりました。

子育て支援に…
『ふくっぴーファミリー
サロン』の運営

ボランティア活動に…
・福祉車輛の貸出
・ボランティアによる運行

障がい者支援に…
・わくわく交流会
・青少年ワークキャンプ

福祉のＰＲに…
・『ふくし習志野』の発行
・社協掲示板の設置・修理

心配ごと相談に…
心配ごと相談所の運営

高齢者福祉のために
・習志野市あじさいクラブ
　( 老人クラブ ) 連合会
　芸能大会など行事開催

高齢者や障がい者の
権利擁護のために…
・福祉サービス利用援助事業の運営

　残りの募金額40％は、千葉県共同募金会から、県内の民間福祉施設や福祉団体、NPO等関連施設
に様々な形で助成されています。
　また、大規模災害時に備え募金額の一部を「災害等準備金」として積み立て、災害発生時に千葉県
内の被災した福祉施設の復旧や災害ボランティアセンターの設置・運営などのために使われます。

( 主な使いみち )
・障がい者通所施設の就労用備品購入

・高齢者介護施設の機器購入や施設改修費

・被災者、被災地への取組み

・在宅福祉サービスなどの生活支援サービス

・難病患者会の活動　　　　　　　　　　など

平成 25 年度習志野市内では、特別養護老人ホーム 
習志野偕生園が車輌購入費用の一部助成を受けました。

　「日頃はご利用者様の病院受診や
ショートステイのお迎えに利用して
います。春にはみんなでお花見にも
行っています。高齢のご利用者様の
生活に無くてはならないものです。」

ありがとうございました
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集まった募金は、どのように使われるの？

　習志野市内で集まった募金額の 60％は、千葉県共同募金会から習志野市社会福祉協議会に助成さ
れ、習志野市の地域福祉に使われます。



皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい募金　期間：12 月1日～ 12 月 31日

NHK 歳末たすけあい募金　期間：12 月1日～ 12 月 31日

平成 25 年度は、習志野市内で 738 万円集まりました。

・福祉団体、当事者団体、ボランティア団体等への支援　・『ふくし習志野』の発行� など

ひとり暮らし老人
食事サービスの運営

ボランティア・市民活動センター
だより「風車」の発行

災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練の実施

ありがとうございました
平成25年度習志野市内では、
にじっこ in袖ヶ浦、グループホームメタセが助成を受けました。

にじっこ in袖ヶ浦　(放課後等デイサービス )

　小学１年生～ 18歳まで
の障がいのあるお子様を
放課後や夏休みなどの長
期休暇の際にお預かりし、
支援をしている施設です。
施設に初めてテレビと
DVDデッキを用意するこ
とができ、子どもたちは
とても喜んでいます。

グループホームメタセ (認知症対応型老人共同生活介護 )

　昨年度、新しい洗濯機
を寄贈していただき、と
ても洗濯がしやすくなり
ました。また新しいテレ
ビも寄贈していただき、
みんなでテレビを囲み、
和やかなひと時を過ごし
ています。
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集まった募金は、どのように使われるの？

全額が習志野市の地域福祉のために使われます。

「ＮＨＫ歳末たすけあい募金」って聞いたことがあるけれど、習志野市内でも助成を受けているの？

　毎年、12月 1日～ 12月 31日の期間に、ＮＨＫが窓口となり募金を集めています。
共同募金会を通じて、福祉施設や支援を必要とする方々のために役立てられます。



秋のイベント大特集
地域で行なわれるイベント

日　程 時　間 名　称 場　所 内　容

10 月 2 日㈭～
           4 日㈯

午前 9 時～午後 4 時
（最終日は午後 2 時まで）

芙蓉園文化祭 東部保健福祉センター内
芙蓉園
習志野市シルバー人材
センター

福祉バザー、お茶席、サークル発表会　他

ならしのシルバーフェア 書・絵画・手工芸・写真等の展示

10 月 5 日㈰ 午後 1 時 30 分～
午後 3 時 30 分

社協袖ヶ浦支部ふれあい
いきいきサロン秋まつり 袖ヶ浦公民館

新舞踊、コースター作り、ビンゴ
体組成計測定、血圧測定
おもちゃ病院、ティーコーナー（菓子付）

10 月 5 日㈰ 午後 3 時～ 谷津西部連合町会
敬老事業秋まつり 谷津駅北口広場 御輿、山車、模擬店　他　敬老接待席あり

10 月 5 日㈰ 午前 10 時～
午後 2 時 あかね園バザー あかね園（茜浜 3-4-5）

バザー、模擬店　 送迎バス有り（30 分毎） 
京成津田沼駅　9 時 30 分～ 
JR 新習志野駅 9 時 45 分～

10 月 11 日㈯
        12 日㈰

前夜祭　午後 3 時～ 
本まつり　午前 9 時～ 秋津まつり 秋津小学校

秋津小学校前バス通り
手づくりの模擬店、星空コンサート（11 日）
御輿・山車（12 日）他

10 月 12 日㈰ 午前 10 時 30 分～ 社協本大久保支部
地域ふれあいまつり

生涯学習センター
ゆうゆう館 模擬店、健康相談　他

10 月 12 日㈰ 午前 10 時～ 社協津田沼北部支部三世
代ふれあいまつり運動会 第五中学校 パン食い競争、リンゴ皮むき競争　他

10 月 25 日㈯ 午前 10 時～
午後 2 時

社協大久保支部
大久保ふくし祭り 市民プラザ大久保　他 楽器演奏、バザー・フリーマーケット、

子どもコーナー、福祉体験、ビンゴ大会 他

11 月 1 日㈯ 午前 11 時～
午後 2 時

社協谷津支部三世代
ふれあい交流お楽しみ会 谷津公民館 高齢者と子どもたちとの交流

11 月 3 日
（月・祝）

午前 11 時～
午後 4 時

第 33 回実籾ふる里
まつり

実籾十字路より実籾
三叉路商店街通り

（歩行者天国）
パレード、フリーマーケット、抽選会　他

11 月 8 日㈯ 午前 10 時～
午後 4 時 福祉ふれあいまつり

イオンモール津田沼
（新京成線新津田沼
北口）、さくら公園

当事者団体・ボランティア団体等による活動紹
介、作品展示・販売、ステージイベント　等

11 月 8 日㈯
        9 日㈰

午前 10 時～
午後 4 時

食とくらしの祭典
※  4 つのイベントを同時開催

市役所前グラウンド
市役所前体育館　他

・午前10時～午後3時
　農業祭、消防・救急フェア
・午前10時～午後4時
　ガスフェスタ、健康フェア

第46回市民音楽祭

津田沼高校音楽コース演奏会

日　時：10月26日（日）午後1時～4時
場　所：習志野文化ホール�
問合せ：習志野市芸術文化協会　☎454-6821

日　時：�11月25日（火）　開演　午後6時30分�
全席自由（無料）

場　所：習志野文化ホール
問合せ：津田沼高校　☎451-1177

習志野高校吹奏楽部第52回定期演奏会

日　時：�11月29日（土）　①開演　午後4時30分�
11月30日（日）　�①開演　午後0時30分�

②開演　午後4時30分
　　　　S席2,000円　A席1,500円　B席1,000円
場　所：習志野文化ホール　
問合せ：習志野高校吹奏楽部　☎471-2141

　この他にも市内各地域でたくさん
のイベントが開催される予定だよ。
ぜひ参加してみてね♪

音楽のイベント♪

ふくっぴーも参加

赤い羽根共同募金協力イベント

（9日のみ）
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子育てイベント

ならしの子ども劇場（津田沼5-3-27　☎451-3676）

　①�講演会「感動すること、育つこと」
　�　人形劇団の演じ手として、たくさんの子どもと関わって
いる、永野むつみさんが、子育ての中で大切にすべきこと
を伝えます。

　�講師　永野むつみ氏（人形劇団ひぽぽたあむ代表）�
日　時：�10月23日（木）午前10時～11時30分�

（受付午前9時45分～）
　場　所：�京成津田沼駅ビルサンロード�

津田沼５階和室
　参加費：�一人500円
　＊保育あり

　②人形劇「かえるくんかえるくん」
　�人形劇団ひぽぽたあむ�
プロの人形劇団による幼児親子のための鑑賞体験。�
かわいい動物の人形が、子どもたちの想像力を引き出
します。

　日　時：�11月8日（土）�
午後3時30分～4時10分（3時15分開場）

　場　所：谷津公民館
　参加費：�親子1組2,000円�

1人追加1,200円（2歳以上）
※�講演会・人形劇のセット券あり
2,300円

　※�習志野市市民参加型補助金採択事業�
「幼児親子体験ひろば」

習志野市制施行60周年
三世代交流ならしのきらっ子こどもまつり

日　時：10月18日（土）　午前10時～午後3時
場　所：白鷺園園庭及びその周辺（鷺沼3-6-44）
内　容：�フリーマーケット、模擬店（もちつき、ちゃんこ

等）、ゲームコーナー他　※授乳、オムツ交換場所有
主　催：ならしのきらっ子こどもまつり実行委員会
問合せ：習志野市こどもセンター　☎452-3711

習志野市でママたちを応援するママたちに
よる市民活動団体です。
ママたちの今とこれからをテーマに座談会や
講演会、情報交換会などの活動をしています。

7月に行なった説明会では「ボランティアとは何か」
「ボランティア活動中の注意点」を学び、参加者それぞ
れが行なうボランティア活動を決めました。
夏休み中には、高齢者施設での話し相手やお茶出し、
夏祭りの手伝い、子育てサロンでの掃除や見守り、病
院での外来患者の案内、袖ヶ浦団地図書館での貸出業
務等、様々なボランティア活動に取り組みました。 「デイサービスなごやか習志野」にて

夏祭りのお手伝い（写真は昨年）

「自信につながりました」�
「小さな1歩を踏み出してよかった」

参加者の感想

児童・生徒・学生向け 夏ボラ説明会
を実施しました！（表紙参照）

①映画上映会　『四つの空いのちにありがとう』
　いのちに向き合い、困難を乗り越え幸せになるための
物語。
日　時：10月 30日（木）　　
入場料：500 円（小学生未満無料）※申込制
時　間 午前の部　10時～ 午後の部　1時～

会　場 京成津田沼駅ビルサンロード
5階和室 6階大会議室

定　員 50名 80名

その他 お子さんと一緒に観ることが
できます。

保育あり（要申込・子ども
1名につき 500 円）

②幼稚園情報交換会
　これから幼稚園入園を考えているママたちの情報交換
会です。
日　時：�11 月 28 日（金）　午前 10時～　
会　場：京成津田沼駅サンロードビル 6階　大会議室
定　員：�30 名予定（先着順）　
参加費：�1,200 円（資料代込・保育あり）�

※資料のみの販売 300 円

申込方法：①②共ホームページ申込フォームから事前申込み
申込み・問合せ：http://donna-popolo.jimdo.com/【代表：廣田】

先輩ママのお話もあります。
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平成 26年度　第2回
「福祉のしごと就職フェア・inちば」

　千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業所等
に就職を希望する方を対象に、「福祉のしごと就職フェア・
in ちば」を開催します。
　求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者との個別
面談や福祉の職場に関する相談等を行い、福祉・介護人材
の確保と就労をサポートします。

開催日時　平成 26年 11月 9日（日）　午後 1時～ 4時
会　　場　�幕張メッセ国際会議場　コンベンションホール他
参加方法　�開催日当日、直接会場へお越しください。�

参加費無料、履歴書不要
問合せ先　�千葉県福祉人材センター　�

TEL：043-222-1294�
ホームページ：http://www.chibakenshakyo.net/

県民福祉セミナー
「災害にも強い地域をつくろう」講演会のお知らせ

日　　時　�平成２６年１１月２４日（月・祝）�
午前１０時から午後３時３０分　

会　　場　�千葉県経営者会館６階大ホール�
（千葉市中央区千葉港４- ３）

内　　容　「災害時要援護者支援の視点」他　
定　　員　２００名（先着順・参加費無料）
申込方法　�１１月１６日までに千葉県男女共同参画セン

ターへＦＡＸで申込む�
FAX：043-252-8037

問合せ先　�千葉県社会福祉協議会　地域福祉推進班�
TEL：043-245-1102�
千葉県男女共同参画センター�
TEL：043-252-8036



はーい！ボクふくっぴー♪「習志野市視覚障害者福祉協会」は視覚障がい者
の生活や知識の向上、地域社会との交流や会員の親睦を図っていくために昭和
51年に設立されたんだ。　

今回は会の活動の中からサウンドテーブルテニスと文集『あじさい』につい
て紹介するよ。

この日は視覚障がいの方 6 名とボランティア 6 名の計 12 名が参加して、順番にプレーしていたよ。
活動が始まったのは、会員の「やりたい」との声から。一会員の熱心さが別の会員に伝わり、次々と広がったんだ。
慣れた方や男性同士のプレーは激しくて、ラリー中のボールは目で追いつけなかったり、ラケットで打ち返す時の音や、

卓球台を転がるボールの音が力強くて、とても白熱していたよ。
ボクもやってみたけど、ラケットの向きがわかりにくくて、相手コートに返すのが難しかった　　　。
でも、やっぱりスポーツ！少し汗もかけて楽しかったなぁ。

プレー後は「皆さんと話もできるから楽しい」「運
動音痴だけど、音を確かめられるから耳の訓練にも
いい！」とスッキリとした表情で答えてくれたよ。

視覚障がいの方だけ
ではなく、一緒に楽しむ
お仲間を募集中。市外
の方も歓迎です。参加
をお待ちしています♪

習志野市視覚障害者福祉協会【文集】　あじさい
「自分たちを知って欲しい、理解して欲しい」という常日頃からの強い思い

が込められています。
視覚障がい者と一言で表わしても、誰一人として同じ道を歩んではいませ

ん。思いがけない出来事に出くわし、つらく悲しい人生を味わった人。視覚
障がいを克服し、世間の人々の親切に感謝しながら生活している人。そんな
人たちの生きざまを、ほんのちょっぴり書き留めた文集です。

<購入方法>　　☎475-5430　澤瀬までご連絡ください。
※支払い方法はご連絡時にお知らせします。

（郵送にてお届け。送料はお客様負担）
<費　　用>　　1冊　　1,050円
※ デイジーと点字版もあります（費用別途）ので、お問合せ

ください。

ふくっぴーレポート
福祉団体『習志野市視覚障害者福祉協会』
をふくっぴーが紹介します。

【日　時】　毎週月曜日　午後1時～3時
※不定休。要問合せ。
【問合せ】　�習志野市視覚障害者福祉協会・卓球クラブ　

☎090-3434-1161
【会　場】　東部体育館（習志野市東習志野3-4-5）

サウンドテーブルテニスってなあに？
視覚障がいの有無に関係なく誰もが楽しめる卓球です。台は一般のものと同じ大きさで、金属球が

入ったボールをネットの下に転がし、その音を頼りに打ち合います。台のエンドとサイドの一部には高
さ1.5㎝の木のフレームが付いています。視覚障がいによるハンディを無くすため、プレーヤー全員が
アイマスクをします。

香澄支部では、毎年、香澄ふれあい公園で開催されている「ふるさと香澄夏祭り」に福祉バザーを出店しています。
今年は８月９、１０日の2日間出店しました。この福祉バザーは、地域の皆さまにご家庭で使わなくなった品物を寄付し
ていただき、その売り上げを地域福祉に役立てようと２０年ほど前に始まりました。これまでに、車イスやテントなどを
購入し、平成２３年３月11日に発生した東日本大震災の直後には、香澄地区の町会・自治会に防災用品購入費用として
10万円ずつ届けました。また被災地への支援として60,699円の義援金を寄付しました。

バザーには、地域の皆さまから数々の献品があり、また準備段階からの各町会・自
治会役員の皆さまの協力によって成り立っています。このように香澄支部のバザーで
は多くの方に積極的な地域福祉活動への参加をいただいています。

今年のバザーの売上収益金は、38,902円でした。この収益金の一部は、地域の方
を対象としたふれあい研修会に役立てさせていただきます。

また、福祉バザー収益金で購入した車イス５台を香澄支部事務所に置いています。
無料で貸出ししていますのでご利用ください。

活動拠点　香澄小学校1階
開所日時　毎週月・水・金　午前10時～午後4時
問 合 せ　☎451-6933

京葉線 新習志野
湾岸習志野 IC

習志野市立第七中

習志野市立香澄小学校
京葉道路

東関東自動車道

総合福祉センター
香澄
近隣公園香澄支部

今年のバザーの様子
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　今回は香澄支部の活動の一部をご紹介します。

支 部 活 動 紹 介



さくらの家サークル
見学や加入をご希望の方はお問合せください。

社交ダンス フォークダンス レクダンス フラダンス ヨガ・ストレッチ 太極拳
卓　球 新卓球 ゆる体操 グランドゴルフ パッチワーク 編み物
絵手紙 写　真 料　理 コーラス カラオケ 大正琴
民　謡 書　道 着付け 茶道（表千家） マージャン 囲　碁
韓国語 自主活動のため所定の会費がかかります。

さくら相談（要予約・相談無料）
専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。※相談のみ（必要に応じて関係機関をご紹介します。）

内容 会場 開催日 時間 問合せ

遺言・相続相談 『さくらの家』
対象：市内在住 60 歳以上の方
予約：開催の 2 日前までにお申込みください。
※ 各相談 3 名まで　
※ 相談は 1 人 40 分程度

毎月第 2 木曜日 各相談とも
午後 1 時 30 分～
3 時 30 分

「さくらの家」
電話　451-3566
※ 相談に関する資料があれば

ご持参ください。法律相談 毎月第 4 木曜日

★期　間
�10 月 31 日（金）まで

★受け取りできる食品
●�穀類（米、麺類、小麦等）�
●�保存食品（缶詰、瓶詰等）�
●�乾物（のり・豆など）�
●�調味料各種、食用油�
●�インスタント食品・レトルト食品�
●�飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）�
●�ギフトパック（お歳暮・お中元等）

★注意いただきたい点
①賞味期限が明記され、かつ 1カ月以上あるもの。�
②常温保存が可能なもの。�
③未開封であるもの。�
④破損で中身が出ていないもの。�
⑤お米は常識の範囲内で古くないもの。

★受け取り窓口
習志野市社会福祉協議会�
※平日午前 9時～午後 4時

★問合せ
フードバンクちば　千葉市稲毛区緑町 1-25-11 コーポ立花 101�
ワーカーズコープちば　サポートセンターオアシス内
☎ 043-375-6804

第８回フードドライブ

『さくらの家より』市内在住の 60歳以上の方が利用できます。サークル活動などを通じて、
生きがいやふれあいを楽しみ、心身ともに健康で過ごすための施設です。

『フードバンクちば』では、品質に問題がないのに廃棄せざるをえない食品を、
企業・団体・個人から寄付していただき、福祉施設・支援団体などを通じ、必要と
している方に無償で届ける活動を行なっています。ご家庭で不要な食品があればぜ
ひご寄贈ください。

ご家庭に眠っている
食品大募集！

地域

●食品・食材の流れ

企業の皆さま
個人

ご寄付

受取り窓口

取次ぎ

福祉施設・団体
生活困窮者 等

無償で提供

社　協

フードバンク
ちば
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編集すんで、夜が明けて…編集すんで、夜が明けて…

両親が共に福祉施設で働く小学生の女の子に話を聞
く機会がありました。「大変だと思うけど私もやってみ
たい」。父親が夜勤明けで帰り、母親は幼い弟妹の面倒
を見ながら懸命に働く姿を間近で見ている彼女。明るく
笑顔あふれる両親から、福祉の現場の醍醐味を感じとっ
ているのでしょうか。人手不足や離職率の高さが話題に
なる介護職ですが、女の子の優しいまなざしに希望の光
が見えた気がしました。（N）

　答え・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を書いて
ハガキ、FAX、Eメールのいずれかで10月31日（金）（消印有
効）までに応募してね。
　正解者のうち5名の方に『ふくっぴー特
製ボールペン』をプレゼント！
　正解及び当選者は「ふくし習志野」1月1
日号で発表するよ。

《正　解》①そでっ鼓連
《当選者》田中良子　石原幸子　石井美津江　米川節子　
　　　　武井康年

前号の正解と当選者（敬称略）

Q
　表紙写真で男の子がボランティア活動をした宅幼老所
の名称はなんでしょう？
①みもみのいしださん家　　②みもみのいしかわさん家
③みもみのいしいさん家

問題だよ！

観光バスで日帰り旅行に出かけます。
築地場外市場の自由散策 ! 昼食と買い物、余裕があれば
歌舞伎座まで足を延ばして、日頃の介護からちょっとひと
休みしませんか。

日　時　　11月 27日（木）　午前 9時 30分～午後 3時
行き先　　築地場外市場　ほか
対　象　　�寝たきりや認知症の方、障がいをお持ちの方を

在宅で介護をしているご家族。
参加費　　�2,000 円（交通費や通信費の一部として）�

※昼食は付きません。自由昼食となります。
定　員　　40名（先着順）
申込期間　11月 5日（水）午前 9時～
申込み・問合せ　　地域福祉課

心のゆとり日
～在宅介護者リフレッシュ事業～

習志野市の夏の風物詩「習志野きらっと 2014」が今年
も 7月 20日に開催されました。社協支部委員を中心とし
て、約 50名がオープニングパレードに参加し、ふくっぴー
と一緒に行進しました。お揃いのふくっぴー Tシャツを
着用し、お面をかぶって沿道の方々にうちわをプレゼント
し、社協をPRしました。

「習志野きらっと2014」に
参加しました！

日　時　�11 月 20 日（木）午後 1時 30分～（受付 1時～）
会　場　消防本部 5階講堂（市役所旧庁舎向かい）
対象者　�過去の大戦において戦没または戦病死された方の

遺族で市内在住の方
申込み　�習志野市遺族会に加入されている方は、地区の代

表の方に直接申込みください。そのほかの遺族の
方は地域福祉課へ。

締　切　10月 31日（金）

戦没者をしのぶ遺族の集い

平成26年 5月1日～平成26年 7月31日
金銭寄付　城之内照和　立川かずさ　冨澤志ん子　

長谷川誠一　林節子　株式会社エステートラボ　
吟亮流千葉吟風会　吟亮流千葉吟風会詩吟の集い福祉募金
新鮮市場マルエイ新習志野店　長命堂治療院　
習志野市芸術文化協会　フォールハート　
福祉イベント実行委員会　
ボートピア習志野（株式会社テックエステート）　
明治大学校友会習志野地域支部

ご協力ありがとうございました（敬称略）
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