
6 月 9日（日）に習志野文化ホールで
習志野高校吹奏楽部による第 30回福祉コンサート「これが吹奏楽だ！」が行なわれました。

「平成30年度中学生人権標語コンテスト」優秀作品の一部を 2ページから 7ページ下部に記載
しています。　※（　）内は受賞当時の所属・学年です。

令和元年（2019年）7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一部によって発行しています。

http: //www.nashakyo.jp/

info@nashakyo.jp

社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
〒275-0025　習志野市秋津 3- 4-1  総合福祉センター内
電話  047（452）4161 ㈹　　FAX  047（451）8211
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習志野市社協 検　索
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ボランティア・市民活動センター ☎047（451）7899
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甲子園を沸かせた「美爆音」!
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収益事業
36,594,373 円

7.65%

①～⑪
社会福祉事業

307,567,940 円
64.31%

公益事業
134,114,713 円

28.04%

①人件費 …………………………… 77,133,672 円
②事務費 …………………………… 12,217,753 円
③事業費 ……………………………… 1,184,239 円
④地域・団体支援事業 …………… 27,486,470 円
⑤生活支援事業 …………………… 19,061,973 円
⑥子育て支援事業 ……………………… 597,254 円
⑦さくらの家・いずみの家運営事業… 59,503,425 円
⑧共同募金配分金事業 ……………… 8,421,069 円
⑨法人内部取引 …………………… 44,693,609 円
⑩その他 …………………………… 12,063,170 円
⑪次年度繰越金 …………………… 45,205,306 円

ⓐ

ⓑ
ⓒⓓ

会費の
使いみち

ⓐ 社協支部活動… 14,103,651 円
ⓑ 広報啓発活動… 1,233,565 円
ⓒ 社協運営費 ………598,352 円
ⓓ その他 ……………336,239 円

合　計 ………… 16,271,807 円

①自主財源
　会費・寄付金
　事業収入・貸付事業等・その他   … 24,706,494 円
②公費財源
　補助金・助成金・受託金 ………169,554,136 円
③共同募金配分金 ………………… 15,418,003 円
④法人内部取引 …………………… 49,645,387 円
⑤その他 ……………………………… 5,661,470 円
⑥前年度繰越金 …………………… 42,582,450 円

収　入
478,277,026 円

100％

支　出
478,277,026 円

100％

習志野市社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、困ったときの福祉から
困らないための福祉へ、そして、困ったときはいつでも支え合えるまちづくりを
目指し地域福祉の推進を図ってきました。
また、『第 5次習志野市地域福祉活動計画（平成 27年度～ 31年度）』及び、『第

3次習志野市社会福祉協議会発展強化計画（平成 27年度～ 31年度）』の 4年目
を迎え、更なる計画の推進を図ってきました。

事業報告
及び

決算報告

平成
30年度 事業報告

１． 社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会
費の周知徹底

地域住民と接する機会のある講座やイベント等で、社協を
理解していただき、社協活動に参加をしていただけるような
働きかけを行ないました。
また、一般会費・特別会費について、本会へより一層の理解

をいただくため、支部と協力し会員拡大に取り組みました。
２． 介護予防・日常生活支援総合事業の研究及び関係機

関との連携
平成 29年度まで実施していた「シニアサポーター養成講

座」から「市認定ヘルパー養成講座」へ名称を替え、6月と11
月に、日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートを仕事
として取り組んでくださる方々の養成を行ないました。
なお、「講座修了者」との交流会を実施し、市認定ヘルパー

としての仕事だけでなく、ボランティアとしても、各日常圏
域における総合事業の様々な活動に参加いただくためのきっ
かけを提供することができました。
３． 介護予防・日常生活支援総合事業実施に伴う地域資

源の発掘・連携強化
高齢者が自宅近くで気軽に集える「地域サロン事業」を今

年度より本格的に実施し、支部長会議や社協広報紙「ふくし
習志野」で周知を図りました。
また、各高齢者相談センターが実施している生活支援等

サービスを担う多様な関係主体等が参画し定期的な情報共有
及び連携・協働を行なう場（協議会）においても、PR を行
ないました。
４．大規模災害に備える取り組みの推進
災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練を 2月 24

日に実施し、158名の参加がありました。
訓練では「災害ボランティアセンターについて」というテー

マで、運営訓練の説明や救命救急法の体験と災害時における
SNS 体験を実施、また実際の運営訓練では社協職員とボラ
ンティア、関係団体と協力しながら、ボランティア派遣依頼
（ニーズ）の聞き取りやボランティアの送り出しなどの一連
の流れを確認し、検証しました。
５．利用者の権利擁護の推進
平成 30年 4月より習志野市から成年後見センターの運営

を受託し、相談支援、市民後見人養成・支援、成年後見制度
の普及活動等の事業を行ないました。
また、福祉サービス利用援助事業では、平成 27～ 29年

に実施した生活支援員養成講座の修了者（登録支援員）に対
し、フォローアップ講座を実施し、制度の復習や資質の向上
を図りました。また、生活支援員に対しても連絡会議や研修
会を行ない情報共有や資質向上を図りました。

具体的な活動例 収支決算内訳

詳細は 3ページを
ご覧ください。

2 　■ ■ ■　さしのべよう　勇気　優しさ　思いやり（東邦中 2 年　中野莉緒）　■ ■ ■



地域福祉へのご協力ありがとうございました

地域福祉へのご寄付ありがとうございました

平成 31 年 3 月に納めていただいた方々（敬称略）
 一般会費 　県警察官舎自治会　津田沼 6丁目第 1町会　津田沼 6丁目第 4町会
 赤い羽根共同募金 　県警察官舎自治会　津田沼 6丁目第 1町会
 歳末たすけあい募金 　県警察官舎自治会　津田沼 6丁目第 1町会　藤崎 5丁目藤見ヶ丘町会

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 2 月末日までに一般会費・特別会費・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金にご協力を
頂いた方々のお名前は、令和 2 年 4 月 1 日号に掲載します。

平成 31 年 2 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日（敬称略）
 金銭寄付 　小澤諦頴　小野浩一郎　米原大右
明るい社会づくり習志野市推進委員会　イトーヨーカ堂労働組合津田沼支部　株式会社ベルクフォルテ津田沼店
さくらの家編み物サークル　さくらの家パッチワーク桜花　新鮮市場マルエイ新習志野店　新鮮市場マルエイ薬円台店
ゼブラ株式会社　ソフトタウン谷津遊園管理組合　蓼沼季枝子　和みの会　習志野市サークル連絡協議会
習志野市社会福祉協議会本大久保支部　習志野市道路利用者協議会　ボートピア習志野（株式会社テックエステート）
明治安田生命船橋支社習志野営業部

平成30年度の一般会費・特別会費16,271,807円の使いみち
　皆さまからの会費は、住民同士のささえあいによる地域福祉活動推進のために、
大切に使わせていただきました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

ⓓ その他

地域福祉の推進に貢献された
団体や個人を顕彰する「福祉功
労者顕彰式」を実施するための
費用や、「習志野市遺族会」会
員に対し、戦没者への哀悼の意
を表するための諸経費として使
わせていただきました。

336,239 円
ⓒ 社協運営費

さまざまな地域福祉活動
を推進するための費用とし
て使わせていただきました。
また、職員の専門性の向

上のための研修費や書籍等
の購入に使わせていただき
ました。

598,352 円
ⓑ 広報啓発活動

1,233,565 円
広報紙「ふくし習志野」（年 4回

発行）の、4月 1日号及び臨時号
の発行費用として使わせていただ
きました。
「ふくし習志野」では、本会の
事業や地域で行なわれる様々な活
動を紹介しています。

支 部 活 動 の 一 例

住民参加型
家事援助等サービス

「向こう三軒両隣
困ったときの　ささえあい」

ふれあい・いきいきサロン
おしゃべり、囲碁、健康体操。
お茶を飲み、ホッと一息。
お気軽にどうぞ

子育てサロン
親子で遊びにきてね

社協支部事務所
生活の困りごとをご相談く
ださい

ⓐ 社協支部活動 14,103,651 円
地域福祉活動をきめ細やかに行なうため地域福祉の推進役として、各地域に 16 の支部を設置

しています。谷津・津田沼・鷺沼・鷺沼台・藤崎・大久保・屋敷・実籾・東習志野・花咲・袖ケ浦・
香澄・秋津・津田沼北部・本大久保・谷津西部の各支部の活動費として、また支部事務所の運営
費等として使わせていただきました。
16支部（約 700名）の支部役員・委員により、延べ 18,000 名の住民の方々を支援しました。

3　■ ■ ■　認めあおう　みんなそれぞれ　違う個性（六中 1 年　沼田美桜）　■ ■ ■



『福祉サービス利用援助事業』は、このような悩みを持って地域で生活する、高齢の方や障がいのある方を地域で安心して暮
らせるようにお手伝いするサービスです。

生活支援員が利用者宅を定期的に訪問し、書類の確認や銀行での払い戻しや支払いの代行を行ないます。

生活支援の活動の様子を取材し、利用者さんと生活支援員さんに話しを聞いたよ。

何か書類はたくさん
届いているんだけど……。

介護保険や福祉サービスの手続きって
どうするんだっけ…？

家賃や公共料金の支払いを
忘れてしまった。

こんなこと無かったのに…。
お金の管理が心配。

通帳や年金証書は
どこに置いたかなぁ？

大切な物をどこに置いたのか
わからなくなる……。

500

1,000円
1,000円

あなたの安心を支えます

福祉サービス利用援助事業

お金の管理がしやすくなったり、生活改善が出来て
心のゆとりも出て、安心して生活できるようになった。
定期的に来てくれて、色々と話しができるし、生活

上のアドバイスももらえるので、安心して生活できる。
とても感謝しています。� （70代の男性、Sさん）

身体が不自由で歩けないので、銀行に行ってもらえ
て助かっています。生活支援員さんも専門員の方も、
とても優しいし、仕事が丁寧です。
いつも本当にお世話になっています。
� （60代の女性、Yさん）

日　時� 7月29日（月）　午前10時30分～午後3時30分
会　場� 総合福祉センター 2階　いずみの家「研修室」
対象者� ①市内在住で、20歳以上から概ね70歳未満の方
� ②�ボランティア活動や福祉に関心を持ち、生活

支援員として社協と協力して取り組める方
� ③現任の民生委員児童委員、訪問介護員ではない方
� ④平日、月1回～、2時間程度の活動が可能な方

定　員� 20 名程度
内　容� �福祉サービス利用援助事業について� �

生活支援員の役割や援助方法について
持ち物� 筆記用具、昼食
申込み・問合せ　地域福祉課

生活支援員養成講座 参加者
募 集

ぜひ、一緒に活動しましょう。お待ちしています！

生活支援員から

一
言
!

広報を見て、「私にもできそうかな」と思いました。
難しいことはないので、あまり深く考えなくて大丈
夫です。
何か役に立ちたい！という気持ちがあれば、ぜひ
挑戦してみませんか？� （K生活支援員）

講座を受けるだけでも自分自身の勉強にもなりま
した。
支援を続けていく中で、利用者さんの生活が改善

されていくのを見ると、やりがいを感じますし、お
話ししていて楽しいです。� （M生活支援員）

4 　■ ■ ■　その勇気　誰かを救う　優しさだ（七中 1 年　石田麻帆）　■ ■ ■



習志野市成年後見センター
のご案内

成年後見制度全般に関する相談や、後見等申立てに関する相談をお受けしています。
来所が難しい場合は、職員がご自宅に訪問することも可能です。
また、成年後見制度を知っていただくための出前講座も実施しています。サークルや

町内会、職場内の研修にご活用ください。ご相談の際は、まずはご連絡ください。

〈開所の案内〉
開 所 日  月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
開所時間  午前 8時 30分～午後 5時
開所場所  習志野市社協内（習志野市秋津 3-4-1　総合福祉センター 2階）
問合せ先  社協　地域福祉課

相談支援の様子

昨年度実施した出前講座参加者の声

初めて知る内容で
大変勉強になりました。

今日は参考になる
お話しでした。

家族背景や相続についても
関わってくると知った。

事例を挙げての説明で、
わかりやすかった。

忘れてしまう部分もあるので、
また開催して欲しいです。 自分の仕事の参考になった。

地域の方々が運営している子育てサロンです。子育て中の親子が遊び、交流できる場の提供をしています。
イベント開催時以外は、参加費は無料です。事前の予約は必要ありませんので、お気軽にお立ち寄りください。

支部名 袖ケ浦支部 大久保支部 藤崎支部 秋津支部

名　称 いっしょに遊ぼう
すくすくサロン はいはいスタジオ ママ喫茶　ひだまり サロンこんにちわ

対　象 未就園児親子 妊婦と 0歳児とその親 0歳児とその親 未就園児親子

内　容 手遊びや読み聞かせなど 手遊びや読み聞かせなど場 仲間づくりの場
母親のホットタイム（お茶タイム）

ふれあい遊びや
季節の行事など

日　時

7/24、9/25、10/23、
11/27、12/4（クリスマス会）、
1/22、2/26
いずれも
午前 10時 30分～正午

第 3水曜日
午前 10時～正午

第 1木曜日
午前 10時 30分～正午

①�7/3、7/12、7/17、7/26、7/31、
9/4、9/13、9/18、9/27、10/2、
10/11、10/16、10/25、10/30、
11/8、11/13、11/27、12/4、
12/13、1/10、1/15、1/24、
1/29、2/5、2/14、2/19、2/28、
3/4、3/13、3/18、3/27

②�8/9、8/23、8/28、11/22、12/18
いずれも午前10時～正午

会　場 袖ケ浦公民館 市民プラザ大久保 藤崎青年館 ①総合福祉センター（２階）
②秋津 4丁目集会所

支部名 鷺沼台支部 花咲支部 谷津支部
名　称 そよかぜわんぱくサロン 花咲子育てサロン ほっぺ
対　象 未就園児親子 地域の親子 未就園児親子

内　容 ふれあい遊びや仲間づくり、
クイズタイムなど

育児不安の解消、
仲間づくりの場 手遊びや読み聞かせなど

日　時
7/17、9/25、10/23、
11/27、1/22、2/26
いずれも午前 10時～正午

要問合せ

①第1火曜日午前10時～11時30分
②第2火曜日午後1時30分～3時
③第3火曜日午前10時～11時30分
④第4火曜日午後1時30分～3時

会　場 鷺沼台 3丁目集会所 花咲会館

①きらっこルームやつ
②谷津コミュニティーセンター
③谷津公民館
④奏の杜集会所

子 育 て

サ ロ ン
にいってみよう！

問合せ　社協　地域福祉課

成年後見制度とは、認知症・知
的障がい・精神障がい等の方が、
不動産・預貯金の管理や日常生活
で必要な契約などにおいてトラブ
ル・被害を受けることがないよう
に、その方の権利を守る援助者
（「成年後見人」等）を選んで法律
的に支援する制度です。

5　■ ■ ■　「泣かないで」　手をさしのべて　助けあい（二中 1 年　佐藤香名子）　■ ■ ■



夏休みにボランティアすることを、
「夏ボラ」と呼んでいます夏ボラを体験しよう！

ボランティア体験教室＆講座

夏ボラを体験するには？ 夏ボラ説明会
夏休みにボランティアを体験するには、

「夏ボラ説明会」への参加が必要です。
【日時】
7月24日（水）午前9時30分～11時30分

【場所】
総合福祉センター�2階�いずみの家「研修室」

【内容】ボランティアについての説明など
【対象】市内在住・在学の小・中・高校生
【持ち物】はさみ、筆記用具
【定員】50名（先着順）定員になり次第締切
【申込み期間】（電話で申込み）
7月 2日（火）～ 7月 11日（木）

【申込書提出期限】（FAXか郵送）
7月 2日（火）～ 7月 16日（火）必着

【申込み・問合せ】
ボランティア・市民活動センター
〒 275-0025　習志野市秋津 3-4-1
総合福祉センター 2階
☎ 047-451-7899　FAX047-451-8211
※�説明会当日、小学 3年生までは保護者の
同伴が必要です。会場の都合上、保護者
の同伴は小学 3年生までに限らせていた
だきます。送迎などでお越しになる場合
は、ロビーでお待ちください。

参加
必須

小・中・
高校生
対　象

探 す1  ボランティア活動を探す
※�活動先の詳細は、『ボランティア・市民活動センター情報紙「風車（かざ
ぐるま）」№85』をご覧ください。（ボランティア・市民活動センターのホー
ムページからも見ることができます。）

申 込 む2   ボランティアがみつかったら、電話をして
  『夏ボラ説明会』に申込む（FAX・メール不可）

事前申込必須　☎ 047-451-7899
先着 50 名だから早めに申し込んでね！
7/2（火）～ 7/11（木）まで

提出する3  申込書を提出
7/16（火）まで　希望の活動・日時を記入して提出する。
※�申込書は、ボランティア・市民活動センターのホームページからダウンロードできます。
※�期日までに提出がない場合は、説明会に参加することができません。

参加する4  夏ボラ説明会に参加
7/24（水）
�ボランティアについての説明をします。それぞれ事前に提出していただいた希望をもと
に、決まった活動先をお知らせします。人数調整などで、ご希望に添えない場合もあり
ます。予めご了承ください。
※�説明会当日は必ず「夏休みのボランティア参加同意書」に、保護者の署名・捺印をし
てお持ちください。

体験する5  ボランティアに行く
施設等で実際にボランティア活動を体験します。

【申込み・問合せ】ボランティア・市民活動センター

じぶんの町を良くするしくみ「赤い羽根共同募金」について学びませんか？
『赤い羽根共同募金ってどんな募金なの？』『募金がどのように役立っているの？』といった豆知識や、ボランティア活
動の紹介を交えながら行ないます。

夏休みボランティア体験教室
～赤い羽根共同募金編～

はじめてのボランティア講座
～赤い羽根共同募金編～

10 月の赤い羽根共同募金運動の際に使用する、PR
用のCDや赤い羽根のしおりを作成します。
皆さまのご参加をお待ちしています。

日　　時 主な内容

① 9 月 3 日㈫ 午前10時
～
正午

ボランティアや
赤い羽根共同募金について

② 9 月 10 日㈫ PR グッズの作成
③ 10 月 15 日㈫ ふりかえり　　ほか

会　場� �総合福祉センター 2階
� いずみの家「研修室」
対　象� �ボランティア活動や地域

福祉に関心があり工作の
好きな方。原則、上記 3日
間の講座に出席できる方

定　員� 20 名（先着順）
申込み� 9 月 2 日（月）まで
※�全日程終了者には、ボランティ
ア活動修了証を発行します。

赤い羽根のしおりを
手作りします。

日　時� 8 月 7 日（水）
� 午後 1時 30分～ 3時 30分
会　場� �総合福祉センター 2階
� いずみの家　「研修室」　
対　象� 市内在住の小学生以上
� ※�小学校 3年生までは、保護者の同伴が必要

です。
定　員� 20 名（先着順）
持ち物� はさみ、筆記用具
申込み� 8 月 6 日（火）まで
※�参加いただいた方には、ボラン
ティア体験修了証を発行します。

ボランティアデビュー
の方大歓迎！

参加者募集

6 　■ ■ ■　だいじょうぶ　私がいるから　まもるから（七中 1 年　柏倉　葵）　■ ■ ■



【問合せ】ボランティア・市民活動センター

ボーイスカウト習志野第 2団（会員 70人）は、スカウト運動の創始者ベーデン・
パウエル（イギリス）の理念に基づき、よりよき社会人の育成を目指しています。訓
練を受けた指導者が、野外活動（キャンプ・ハイキング等）を主としたプログラムを
通して 6～ 20歳の子供たちと活動し、奉仕活動も行なっています。
5月 7日に東習志野の日鉄 SGワイヤ株式会社で表彰式が開催され、今までの活動

が認められ Suzuki�Garphyttan�Award（日鉄 SGワイヤ地域社会貢献賞�）受賞の運
びとなりました。
また、表彰式において会の活動紹介などが行なわれました。

地域のボランティア活動を企業が応援しています！

「日鉄SGワイヤ㈱」の企業情報
昭和 13 年（1938 年）5月、当時輸入だけに依存していたピア
ノ線の国産化を最大の目標として設立されました。以来、特殊鋼線
の総合メーカーとして、信頼性の高い優れた製品をあらゆる分野に
提供し、産業界の発展に寄与されています。

ボーイスカウト習志野第2団の主な活動
・キャンプ等の野外活動
・�赤い羽根共同募金・歳末たすけ
あい募金運動への参加

・ゴミゼロ運動への参加
・�プルタブを集め市内福祉施設へ
車いす寄贈（既に 8台実績）

地域福祉推進を図っている
市内で社会貢献活動を

している団体または個人を
公募のうえ選考しています。

第12回 
日鉄SGワイヤ地域社会貢献賞　受賞

おめでとうございます！
ボーイスカウト習志野第2団 様

Suzuki Garphyttan Award（地域社会貢献賞）は、
日鉄 SG ワイヤ㈱（旧社名 鈴木金属工業㈱）が、平成
20 年に創立 70 周年を記念して地域ボランティア活動の
発展に寄与することを目的に創設されました。

活動援助
資金

30万円授与

団委員長　中川　和久さんよりひとこと

『そなえよつねに』をモットーとするボーイスカウトの活動の中で、
今回の支援はテント資材の購入に使わせていただきます。
いつ起こるともわからない災害に備えて、テントを避難場所でのお役に立て

るように提供するつもりです。
3年前の熊本地震の際には数百張のテントが全国のボーイスカウトの各団か

ら提供され、被災地の方々に喜ばれたことも記憶に新しいところです。
これからもボーイスカウト活動を通じて、スカウトである子どもたちが社会

に貢献・奉仕できうる人材に育つよう、励んでまいりたいと思っております。

7　■ ■ ■　無理をして　自分の意見　捨てないで（一中 3 年　瀧井楓子）　■ ■ ■



編集すんで、夜が明けて…編集すんで、夜が明けて…

6 月 9日に 2年ぶりに「これが吹奏楽だ！」が開催されました。
昨年は残念ながら習志野文化ホールの改修工事のためコンサート
を行なうことはできませんでしたが、今年は無事行なうことがで
きました。
改めて習志野高校吹奏楽部の素晴らしい演奏や歌を聴き、感動

と元気をもらいました。高齢者や障がいのある方、そして未就学
児など多くの方に来場いただきました。私もスタッフの一員とし
て参加しましたが、乳児を連れた母親から「子ども連れで行ける
コンサートはなかなかないので、ありがたいです」というお言葉
をいただき大変うれしく思いました。今年で 30回目を迎えるこ
とができましたが、今後も末永く続けていけたらと思います。（K）

Q 問題だよ！
6月9日に習志野文化ホールで行なわれた福祉コンサート
「これが吹奏楽だ！」は今年で何回目を迎えたのでしょうか？
①30回　　②50回　　③10回
　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 7月 31日（水）（消印有効）までに応募してね。
　正解者のうち抽選で 5名様に、『ふくっぴー缶バッジ』をプレゼント！
　正解及び当選者は「ふくし習志野」10月 1日号で発表するよ。

《正　解》①ふれ愛
《当選者》岩間こずえ　齊藤富喜子　佐藤昌弘　藤田左枝子　前園明子

【前号の正解と当選者】（敬称略）

習志野市認定ヘルパー養成講座

新役員紹介

日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするボラン
ティアの養成講座です。
日　　　時� 11 月 1日（金）、15日（金）、12月 6日（金）
� いずれも午前 9時 30分～午後 0時 30分
� �上記日時のほか、市内の各施設等での現場実習
� （2日間）
会　　　場� 総合福祉センター 2階　いずみの家「研修室」
対　　　象� ①市内在住で、原則全日程に参加できる方
� ②�市認定ヘルパーとして市内事業所での就労を希望

する方、及びボランティアとして高齢者のサポー
トをする意欲がある方

� ③年齢不問
内　　　容� �「介護保険法改正のポイント」や「介護予防・日常

生活支援総合事業について」そして、高齢者を具体
的に支えるための「知識や技術（実技）」を学び、
実際に高齢者を支える活動において実習をしていた
だきます。

定　　　員� 30 名（先着順）
参　加　費� 無　料
そ　の　他� �筆記用具持参のうえ、動きやすい服装でご参加くだ

さい
申込み期間� 7 月 9日（火）から（定員になり次第終了）
申　込　み� ボランティア・市民活動センター

プロのインストラクター指導のもと、リズムに合わせて体を動
かしたり、ウォーキングを行ないます。
楽しく無理なく、健康づくりしませんか？

日　　　時� 8 月 24日（土）、31日（土）全 2回
 いずれも午後 1時 30分～ 3時
対　　　象� 市内在住 60歳以上の方で 2日間とも参加できる方
定　　　員� 20 名（先着順）
参　加　費� 500 円
申込み期間� 8 月 1日（木）から（定員になり次第終了）
受 付 時 間� 月曜～土曜（午前 9時～午後 4時）
会場・申込み� 老人福祉センター　さくらの家

社会福祉協議会の新しい役員が決まりまし
た。任期は令和元年 6月 21日から令和 3年 6
月の定時評議員会の終結の時までです。よろし
くお願いいたします。

理　事

海寳　嘉胤 知識経験者
高橋　君枝 民生委員児童委員協議会
田所喜美子 赤十字奉仕団
髙橋　　勝 知識経験者
広瀬　宏幸 社協
鈴木とし江 社協鷺沼支部
鷲見　髙志 社協津田沼北部支部
古達　精一 社協本大久保支部
滝口　千代 運転ボランティアの会
小川　俊子 障がい者ネットワーク
岡崎　幸子 社会福祉法人　
豊嶋　國威 特定非営利活動法人　
石谷　　連 連合町会連絡協議会
岩澤　良隆 知識経験者
菅原　　優 市健康福祉部

監　事
森田　孝司 知識経験者
平澤　規雄 知識経験者

顧　問 宮本　泰介 習志野市長

社協各支部では、“向こう三軒両隣困ったときのささえあい”
の精神で「家事などの住民のお困りごと」を住民同士のつながり
で解決を図る『住民参加型家事援助等サービス事業』を実施して
います。
『住民参加型家事援助等サービス事業』の協力員を募集してい
ます。
募集支部� �谷津、鷺沼台、大久保、実籾、香澄、秋津、袖ケ浦、

本大久保の各地区の社会福祉協議会支部
� ※�上記募集支部以外の地域で協力したいという方も併

せて募集をしています。お気軽にご相談ください。
内　　容� �専門的な技術や資格を要しない「家事などの支援」
活動時間� �1 回の訪問につき 1~2 時間程度（支部によって活動

報酬は異なります）
申込み・問合せ　社協　地域福祉課

参加者
募 集

「住民参加型家事援助等サービス事業」の
協力員大募集!!

さくらの家講座 ♪しなやか体操♪

会長�海
かいほう

寳�嘉
よしたね

胤

参加者
募 集
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