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　皆さまにご協力いただいた赤い羽根共
同募金は、千葉県共同募金会へ一度集め
られた後、募金額の約70%が募金を集め
た地元である習志野市へ配分され、習志
野市内の地域福祉の推進のために使われ
ています。
　残りの30%は、千葉県内の民間の福祉
施設や、災害ボランティア活動支援に使
われています。
　また、新型コロナウイルスの影響によ
る、貧困、DV、孤立支援など、新しい問
題の対策にも使われています。

昨年度（令和元年度）に習志野市内でお寄せいただいた寄付は、11,784,627円です。
ありがとうございました。

　赤い羽根共同募金が、今年も10月1日から全国で一斉に実施されます。
　皆さまからのやさしさと思いやりをお届けいただきたく、今年もご協力くださいますようお願いいたします。

　300円以上募金をしてくださった方に、「赤い羽根共同募金」と「鬼滅の刃」のコラボレー
ションクリアファイルを先着100名様にお渡しします。
　詳しくは、社協ホームページをご確認ください。

今年の赤い羽根共同募金は今年の赤い羽根共同募金は
「鬼滅の刃」とコラボレーション！「鬼滅の刃」とコラボレーション！

赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします。赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします。
期間：10月1日 〜 3月31日

集まった募金は、
どのように使われるの？

昨年度（令和元年度）に習志野市内でお寄せいただいた寄付は、7,252,495円です。
ありがとうございました。

　歳末たすけあい募金は、共同募金の一環として行なわれます。

　歳末たすけあい募金は、全額を習志野市内の地域福祉に使わせていただきました。

歳末たすけあい募金にもご協力をお願いします。歳末たすけあい募金にもご協力をお願いします。

壊れたおもちゃを直すボランティア活動 マリオネットを披露するボランティア活動

期間：12月1日 〜 12月31日

1ページから4ページ下
には、高 校 生 から 寄 せ
られ た「赤 い 羽 根 共 同
募 金 」の 標 語が 掲 載さ
れています。

あなたの思いやりが　誰かを救う

●福祉団体、当事者団体、
　ボランティア団体等への支援

●ひとり暮らし高齢者
　食事サービスの運営

●広報紙『ふくし習志野』の発行●ならしのおもちゃ病院●ならしのおもちゃ病院 ●マリオネットどんぐり●マリオネットどんぐり

習志野市内での主な募金の使いみち

●福祉のPRに（広報紙『ふくし習志野』
の発行、社協掲示板の設置・修理）

●子育て支援のために（子育てサロン
「ふくっぴーファミリーサロン」の運営）　

●高齢者福祉のために（習志野市あじさ
いクラブ連合会の活動支援）

●ボランティア活動に…
（福祉車輌の運行）

●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）

●心配ごと相談に…
（心配ごと相談所の運営）
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金銭寄付

物品寄付

地域福祉へのご寄付ありがとうございました 令和2年5月1日 ～ 7月31日（敬称略）

義援金義援金のの募集募集
令和2年12月28日（月）まで令和2年7月豪雨災害義援金 【問合せ】 社協 地域福祉課　☎047- 452- 4161

赤い羽根　勇気のしるし　みな募金

福祉サービス利用援助事業
　高齢の方や障がいのある方で、下記のようなお困りごとをお持ちのご本人と社協が利用契約をして、サービス
を提供しています。
　ご本人に利用の意思があること、また利用に必要な契約内容を理解できることが必須条件となります。

担当の職員が、支援計画に基づ
いて定期的に訪問し、必要に応
じた福祉サービス利用援助や、
預貯金の出し入れ、支払い代行
をします。

役所から届く書類、どうしたらいいのかわからない…。

公共料金や家賃、医療費の支払い、銀行での払い戻しが
うまくできない…。

通帳や年金証書、大切なんだけど…、どこに置いたか
わからない…。

～ 高齢の方や障がいのある方が地域で安心して暮らしていただけるよう支援します ～

のご案内福祉サービス利用援助事業 成年後見制度

制度の詳しい案内、ご相談は、

成年後見制度
　認知症、知的障がい、精神障がい等で、判断能力が不十分な方の日常生活を法律的に保護し、支援する制度です。

契約内容が理解できない場合、希望する援助内容が福祉サービス利用援助事業の範囲を超えている場合契約内容が理解できない場合、希望する援助内容が福祉サービス利用援助事業の範囲を超えている場合

将来、判断能力が不十分に
なったときの財産管理等が不安…。

任意後見制度

お金の管理ができなくなったとき

悪質商法にだまされたり、
だまされそうな判断能力のとき

医療や介護サービスを受けるための
手続きができなくなったとき

法定後見制度

財産の管理

介護・医療への
サポート

契約の代理や
取り消し

後見人が出入金の管理をしながら、
現金や預貯金の管理をします。

後見人が一人では難しい契約の締結や、
本人にとって不利益な契約の取り消し等を
代わりに行ないます。

後見人が介護や福祉サービスの契約、
医療機関との契約を行ないます。

ご本人の判断能力がまだしっかりしている場合、
「任意後見制度」をご活用ください。

習志野市成年後見センター（社協 地域福祉課）    ☎047-452-4161 まで
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赤い羽根　あなたの勇気で　羽ばたける

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症に関連した消費トラブルにご注意ください！に関連した消費トラブルにご注意ください！

消費生活センターからのお知らせです

　　新型コロナウイルスの報道が連日続く中、習志野市においても新型コロナウイルスに関して、消費者からの相談が
寄せられています。

①注文していないマスクが自宅に届いた。
②ネットでマスクを注文したが、届かない。
③結婚式場をキャンセルしたら、キャンセル料を請求された。
④海外旅行の予約便が欠航となったが、返金が半年程度先になり、本当に返金してくれるのか。
⑤新型コロナに便乗した不審な勧誘電話がかかってきた。
⑥ショートメールメッセージに給付金を支給する内容のメールが届いた。

習志野市での相談事例

利用規約等で解約条件やキャンセル料をよく確認しましょう。1

インターネット通販でのトラブルに気を付けましょう。2

注文した覚えのない商品が届いたら、受け取りや支払いをしないようにしましょう。3

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生していますので注意しましょう。4

消費者への
アドバイス

【問合せ】

（相談電話専用）☎047- 451- 6999
習志野市消費生活センター

時間／午前9時30分から午後4時まで
（月～金曜日・第2土曜日）年末年始・祝日除く

場所／サンロード津田沼４階（京成津田沼駅ビル）

　消費生活センターでは、専門の知識を有する消費生活
相談員が日常の消費生活におけるトラブルの相談をみ
なさんと共に考え、解決のためのお手伝いをしています。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合、また「怪し
いな？」と思ったら、早めに相談してください。

3



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

掲示板
　7月1日（水）に千葉県ヤクルト
販売株式会社様、千葉県遊技業
協同組合様、習志野遊技場組合様
より、福祉車輌を寄贈いただきま
した。
　地域貢献活動「福祉ヤクルト」
を県内のパチンコ・パチスロ店が
購入し、売り上げの一部を原資と
しています。車イスのまま乗車で
きる軽自動車の福祉車輌です。
　公共の交通機関での外出が困難な方々の社会参加を促進するため
に利用させていただきます。
※「福祉ヤクルト」…平成8年より、千葉県ヤクルト販売株式会社が、取引先

であるパチンコ・パチスロ店で組織する千葉県遊技業協同組合との共同
企画として開始

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

福祉車輌を寄贈いただきました福祉車輌を寄贈いただきました

　令和2年10月1日を基準日として、全国一斉に国勢調査を行ないま
す。パソコンやスマートフォンを使い、24時間いつでも回答が可能で
す。詳しくは国勢調査員が各世帯にお配りした資料をご覧ください。
　調査にあたっては、マスクの着用等新型コロナウイルス感染症の感
染防止に十分配慮し、調査員が訪問します。

【問合せ】 令和2年国勢調査　習志野市コールセンター
☎0570- 002- 340

国勢調査にご協力ください！国勢調査にご協力ください！

　例年、年始に開催しております新春賀詞交歓会ですが、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響を鑑み、参加者および関係者の皆さまの健
康と安全面を考慮した結果、令和3年は開催を中止させていただくこ
ととなりました。
　何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

習志野市新春賀詞交歓会実行委員会
習志野市長　宮本  泰介
習志野商工会議所会頭　白鳥  豊
習志野市社会福祉協議会会長　海寳  嘉胤

【問合せ】 社協 企画総務課　☎047- 452- 4161

令和3年新春賀詞交歓会開催中止のお知らせ令和3年新春賀詞交歓会開催中止のお知らせ

　公共の交通機関では外出困難な方々を車イ
スのまま乗車できる福祉車輌を運転し、病院や
施設等に送迎するボランティア活動です。
　運転ボランティアの活動に関心のある方なら
どなたでも歓迎です。

※新型コロナウイルス感染の状況などにより、中止する場合があります。

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

運転ボランティア講習会運転ボランティア講習会
習志野市運転ボランティアの会主催

11月28日（土）  午前9時30分〜午後0時30分
（受付は午前9時〜）
総合福祉センター 2階 いずみの家「研修室」 ほか
福祉車輌の操作と安全運転の体験、車イスの操作など
運転ボランティアに興味がある方

（運転定年年齢は満75歳となる日の前日とさせていただ
いています）
運転免許証、筆記用具、動きやすい服装（マスク着用）
習志野市運転ボランティアの会
11月2日（月）〜 11月20日（金）
9名（先着順）

日 時

会 場
内 容
対 象

持 ち 物
主 催
申込期間
定 員

習志野市内で集められた「赤い羽根共同募金」のうち何パーセ
ントが、習志野市内の地域福祉のために使われるでしょうか？

　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10月31日（土）（消印有効）までに応募してね。
　正解者のうち抽選で3名様に、『特製図書カード』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。

① 50%　　② 70%　　③ 100%

《正解》 ②東習志野
《当選者》川村佳晴  佐藤由果子  須長孝子  細井沙織  前園明子

（敬称略）前号の正解と当選者

問題だよ!Q
ふふくくっっぴぴーーククイイズズ

　Suzuki Garphyttan Award（地域社会貢献賞）は、東習志野に社
屋がある日鉄 SGワイヤ株式会社（旧社名　鈴木金属工業株式会社）
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しました。

個人での応募もお待ちしています。

活動援助資金：団体30万円／個人10万円

【申込み・問合せ】 社協 企画総務課　☎047- 452- 4161

応募内容
　社協では、地域福祉推進を図るために市内で社会
貢献活動をしている団体または個人を公募のうえ、選
考委員会で1団体または1個人を選考します。募集要
項はホームページにも掲載しています。
申込期間
令和3年1月15日（金）から2月28日（日）まで（必着）

過去3年間の
受賞団体

第11回 習志野市運転ボランティアの会
第12回 ボーイスカウト習志野第2団
第13回 人形劇サークル　さくらんぼ

地域のボランティア活動を企業が応援しています！

S
スズキ

uzuki G
ガルピッタン

arphyttan A
アウォード

ward
（日鉄SGワイヤ地域社会貢献賞）

参加者
募集

たすけあい　想いを繋ぐ　赤い羽根
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