
活動援助資金30万円授与

令和2年（2020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。

　新型コロナウイルス感染により、亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、罹患された方々に心よりお
見舞い申し上げます。
　習志野市社協（以下、「社協」という）では感染拡大の防止の観点により、下記のとおり社協支部活動やボランティア活動を
休止しています。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　人形劇サークル さくらんぼは、人形劇公演を通じて、ボランティアで社会奉仕
をしていく目的で創られました。未来を担う子どもたちや地域の方々に人形劇の
上演を通じて夢や希望を与えるため、教育施設や老人福祉施設、地域の公的イベ
ントへの参加、自主公演や人形劇の人形の作り方の指導なども行なっています。
　これ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。
　なお、例年、東習志野の日鉄SGワイヤ株式会社で行なわれていた表彰式は、今
年は残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により、開催中止となりました。

おめでとうございます！ 人形劇サークル さくらんぼ様 （令和元年11月には、厚生労働大臣表彰を受賞）

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。

　人形劇サークル さくらんぼは、本年で創立45周年目を迎えます。昨年は厚生労働大臣表
彰受賞の栄誉をいただき、支えてくださった地域の皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。
　私たちはこども園、図書館行事、地域行事、学童教室、日本語学校等で上演をしています。
　人形劇は世代や言葉の違いを超えて通じ合え、観たら楽しく、創って楽しく、演じて楽しい
もの。歳を忘れるにはベストです。
　今後も「さくらんぼ　誰にも好かれる　笑顔かな」をモットーに活動してまいります。

団員   飯島 美惠子さんよりひとこと

●社協支部事務所の運営
●広報紙の発行
●地域福祉懇談会
●ふれあい交流事業（ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン など）
●住民参加型家事援助等サービス事業
●市内・市外研修

●運転ボランティアによる病院等への福祉車輌による送迎
　（7月1日再開予定）
●子どもにかかわる保育ボランティアやふくっぴーファミリー
サロンの運営

●収集ボランティア・工作ボランティア
●在宅高齢者の家事援助等を支援するシニアサポーターの派遣
●高齢者あるいは障がいのある方が利用している施設等での
ボランティア活動

●24時間テレホンサービス（6月24日再開予定）

社協支部活動 ボランティア活動
（休止している社協支部活動の一例　6月1日現在） （休止しているボランティア活動の一例　6月1日現在）

【問合せ】 社協 地域福祉課　☎047- 452- 4161

【問合せ】 社協 ボランティア・市民活動センター　☎047- 451- 7899

【問合せ】 社協 ボランティア・市民活動センター　☎047- 451- 7899

　上記の情報は、6月1日現在の情報となります。活動を再開する場合は、社協ホームページ、メルマガでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症における各種イベント・事業の中止

第13回 Suzuki Garphyttan Award 日鉄SGワイヤ地域社会貢献賞 受賞

令和2年（2020年） 7月1日

No.162

志 野習



　社協は、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てきました。
　令和元年度は、地域福祉の未来像を示す『第6次習志野市地域福祉活動計画』
（令和2年度から7年度）及び経営健全化と事業活動の強化を目指す『第4次習志
野市社会福祉協議会発展強化計画』（令和2年度から7年度）を策定しました。

事業報告

具体的な活動例 収支決算内訳

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
動に参加していただける働きかけを行ない
ました。
　また、社協ホームページへの新着情報の
掲載やブログを定期的に更新するなど、社
協のPRや地域の情報発信を行ない、新た
にFacebookページを開設し、効果的な情
報発信を図りました。

2.利用者の権利擁護の推進
　習志野市より成年後見センターの運営
を受託し、市民後見人養成講座修了者を
対象としたフォローアップ講座と勉強会の
実施、成年後見制度に関する相談や申立て
に関する相談等、成年後見制度の普及活動
として各団体等からの相談要望に応じて、
出前講座を実施しました。
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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　株式会社夢グループ　ボートピア習志野（株式会社ビー・ピー施設）
明治安田生命労働組合船橋支部

香澄2丁目町会　藤崎5丁目幸楽台町会　藤崎6丁目第3町会
袖ケ浦園芸センター　花はな
秋津小学校卒業対策委員会　香澄2丁目町会　県営香澄自治会　さつき町会
ゼファー習志野バーズアリーナ管理組合　習志野調理師専門学校　藤崎小学校　
県営香澄自治会　さつき町会　ゼファー習志野バーズアリーナ管理組合　

令和2年4月1日から令和3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3年4月1日号に掲載します。

歳末たすけあい募金

金銭寄付

物品寄付

赤い羽根共同募金

特別会費

一般会費

①自主財源
会費・寄付金
事業収入・貸付事業等・その他     20,040,460円
②公的財源
補助金・助成金・受託金     167,010,932円
③共同募金配分金     15,665,342円
④法人内部取引     45,153,353円
⑤その他     8,313,894円
⑥前年度繰越金     45,205,306円

①人件費     75,917,673円
②事務費     9,532,030円
③事業費     1,660,493円
④地域・団体支援事業     27,283,417円
⑤生活支援事業     18,389,792円
⑥子育て支援事業     361,745円
⑦さくらの家・いずみの家運営事業     58,174,788円
⑧共同募金配分金事業     8,729828円
⑨法人内部取引     45,153,353円
⑩その他     7,270,251円
⑪次年度繰越金     48,915,917円

A
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C D

会費の
使いみち

Ⓐ社協支部活動     13,467,336円
Ⓑ広報啓発活動     1,614,037円
Ⓒ社協運営費     272,994円
Ⓓその他     432,913円

合　計     15,787,280円

地域福祉へのご寄付ありがとうございました 令和2年2月1日～4月30日（敬称略）

地域福祉へのご協力ありがとうございました 令和2年3月に納めていただいた方 （々敬称略）

事業報告
及び

決算報告

令和元年度
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　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。

　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。

令和元年度の一般会費・特別会費は、　　　　　　　　　　ご協力をいただきました。
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。

○ふれあい・いきいきサロン
○子育てサロン
○住民参加型家事援助等サービス
○ひとり暮らし高齢者食事サービス

（主な支部事業）

会 費 の使いみち

　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 ・
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670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。

　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」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。

1,614,037円Ⓑ  広報啓発活動

272,994円Ⓒ  社協運営費

432,913円Ⓓ  その他

13,467,336円

15,787,280円

Ⓐ  社協支部活動
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Suzuki Garphyttan Awardを創設した「日鉄SG

ワイヤ株式会社」は市内のどの地域にあるでしょうか? 

　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（金）（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」10月1日号で発表するよ。

①秋津　　②東習志野　　③鷺沼

《正解》 ②16支部
《当選者》新井淳子   植草洋子   郡司時子   新堀穎子   渡辺フサ子

（敬称略）前号の正解と当選者

問題だよ!Q
ふくっぴークイズ

企画総務課・地域福祉課 ☎047(452)4161
ボランティア・市民活動センター ☎047(451)7899
ボランティア情報24時間テレホンサービス

☎047(452)3999
さくらの家 ☎047(451)3566

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

編集発行

http://www.nashakyo.jp/
習志野市社協 検索

info@nashakyo.jp

HP

E-Mail

　空メールをお送りいただいたメールアドレスに、習志野
市社協・ボランティアセンター・ふくっぴーファミリーサロン、
それぞれからお知らせメールをお送りします。

登録は簡単！
下記のアドレスへ空メールを送るだけ！

携帯メールアドレスでご登録の方へ

社協のイベントや講座などの情報を
メール配信しています！掲示板

　社協支部では、“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』の協力員を男性・
女性問わず募集しています。
募集支部

内 容

活動時間

谷津、鷺沼台、大久保、実 、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。

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

【申込み・問合せ】 社協 地域福祉課　☎047- 452- 4161

「住民参加型家事援助等サービス事業」の
協力員大募集!!

向こう三軒両隣  困ったときの   ささえあい

　新型コロナウイルス感染により亡くなられた方々におか
れましては、謹んでお悔やみ申し上げます。
　いまだ新型コロナウイルスの影響により自粛ムードが続
いていますが、本会広報紙「ふくし習志野」においても緊急
事態宣言の発令を受け、取材もままならず本来の8ページ
から4ページの仕様になってしまいました。ご愛読いただ
いている皆さまに、多くの情報をお伝えする事が出来ず残
念でなりません。　
　心の不調を訴える方も増えていると聞いています。本当
の意味で、コロナ前の日常を取り戻す日が来るのはいつに
なることでしょうか。世界の科学を期待しています。（K）

編集すんで、夜が明けて…

　迷惑メールの防止用に指定アドレスしか受信できないように設定
（ドメイン設定）されている方は、お知らせメールを配信しているドメ
イン「@nashakyo.jp」からのメールを受信できるように設定を解
除してください。

mag-shakyo@nashakyo.jp
パソコンメールの方は

★ 習志野市社協からのお知らせ

携帯電話・スマホ
登録用QRコード

mag-volunteer@nashakyo.jp
パソコンメールの方は

★ ボランティア・市民活動センター
からのお知らせ

携帯電話・スマホ
登録用QRコード

mag-fukuppi@nashakyo.jp
パソコンメールの方は

★ ふくっぴーファミリーサロンからの
お知らせ

携帯電話・スマホ
登録用QRコード

　イベントの開催や、行事に関する募集などの告知、ボラ
ンティアの募集情報など、配信を希望された方のアドレス
に一斉メール配信をしています。
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