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1ページから4ページ下には、「令和元年度中学生人権標語コンテスト」優秀作品の一部が掲載されています。
※（　）内は受賞当時の所属・学年です。

肌の色　人種　差別　みんな個性  （三中3年    野間  光一郎）

　新年あけましておめでとうございます。

　当協議会は、地域福祉を推進する団体として、誰

もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを

推進することを使命としています。

　この使命を達成するために

①住民参加・協働による福祉社会の実現

②地域における利用者本位の福祉サービスの実現

③地域に根ざした総合的な支援体制の実現

④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへの

　たゆみない挑戦

という経営理念に基づき、様 な々事業を展開してお

ります。

　昨年から習志野市は、福祉施策全体の目的や

全体像を明確にした『習志野市第2期地域福祉計

画（令和2年度～7年度）』を、当協議会では、『第6

次習志野市地域福祉活動計画（令和2年度～7年

度）』を策定しました。この二つの計画は、人と人と

の絆を深めながら、共に生き、互いに支え合う地域

づくり「共生社会」を進めるための地域福祉の未来

像「ビジョン」を示す計画となります。

　併せて、当協議会の事業運営のビジョンや目標を

明確にし、その実現に向けた事業、組織、財務等に

関する具体的な取り組みを示した、『第4次習志野市

誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために

社会福祉協議会発展強化計画（令和2年度～7年

度）』を策定しました。

　令和2年度は、各計画の初年度であり、これらの

計画を着実に、また効果的に推進していく予定でし

た。しかし、コロナ禍により生活支援・地域サロン・

各支部活動の推進、ボランティアの育成、福祉コン

サート（これすい）などのイベント、赤い羽根共同募

金運動等が中止や延期または縮小とせざるを得な

い状況となりました。

　現在も新型コロナウイルス感染症の収束が見通

せない状況ではありますが、市民・事業者各位のご

理解をいただき、地域の皆さまやボランティア関係

者とともに行政や関係団体と連携をとって、多様化す

る福祉ニーズに柔軟に対応すべく地域福祉の推進

に向け、地域に根ざした活動を進めてまいりたいと

存じます。

　結びに、本年も当協議会の活動に対し、より一層

のご支援とご協力を賜りますようお願いし、また皆さ

まのご健康とご多幸を心より祈念申し上げまして、新

年のご挨拶といたします。

習志野市社会福祉協議会　会長　海寳 嘉胤

新 年 の ご 挨 拶

アマビエふくっぴーで
疫病退散!!



　令和2年度も、町会等を通じた「戸別募金」をはじめ、企業
や商店の皆さまからの「法人募金」、職場の皆さまによる「職
域募金」をはじめ、個人の皆さまからもご協力をいただきま
した。
　赤い羽根共同募金の70%は市内の地域福祉に、30%は
県内の福祉施設等に役立てられます。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、新しい問題への
対策にも使われています。
　歳末たすけあい募金は、全額市内の地域福祉に役立てられ
ます。
　ご協力いただき、誠にありがとうございました。

千葉県共同募金会習志野市支会

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金 ご協力ありがとうございまご協力ありがとうございます

【街頭募金】
日本ボーイスカウト
習志野第2団の皆さま

（令和2年10月25日 JR津田沼駅）

　令和2年度は、新型コロナウイルスの影響により、多くの街頭募
金やイベント募金を実施することに困難が生じました。
　しかしながら、感染予防対策を講じたうえで、10月25日に日本
ボーイスカウト習志野第2団の皆さまによる街頭募金運動を行な
い、多くの方にご協力をいただきました。

消費者トラブルにご注意ください！

「やめなよ」も「やめて」も言っていいんだよ  （四中3年    中野  歩）

　市内各所の回収箱に集まった使用済み切手は、そのままで
は業者に買い取ってもらうことはできません。
　そこで重要な役割を果たしているのが収集ボランティアの
活動です。
　少しコツが必要ですが、切手のギザギザを傷つけないよう
に余白を切り取り、日本切手、外国切手等に分類・整理をして
います。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の会場に集
まって行なう活動から、ご自宅に「収集セット」を持ち帰り、分
類・整理をし、次回、「収集ボランティア」活動日にボランティア・

市民活動センターに届けていただく、ご自宅でできる活動に
切り替えて実施をしています。
　「収集セット」は毎月第２木曜日（祝日を除く）に受け渡します。
　使用済み切手の分類・整理は、どなたにもできる活動です。
　ご興味のある方は、まずは、ボランティア・市民活動センター
にお電話ください。
　分類・整理は、ちょっとできないかも、という方は、使用済
み切手を市役所グランドフロアあるいは、市内公民館に設置
している回収ボックスに入れていただくことも、ボランティア
活動になります。
　皆さまのできることをできる範囲でのご協力をお願いします。

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

volunteer収集ボランティア
ボランティア活動紹介

赤い羽根は、紙皿に
のせて寄付者の方に
お渡ししました。

集
め
て
い
ま
す

消印のある切手、小さいけれど集まれば大きな力
ちから

になります。

① 集めているもの ② 回収箱の設置

③ 買取り ④ 「ボランティア基金」に積立

　ボランティア・市民活動センター、習志野
市役所、市内各公民館などに回収箱を設置し
ています。

目標額1億円！
ボランティア活動資金として
役立てます。

取り扱い業者によって買取られる。

使用済み切手

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
捨
て
な
い
で
！

余白を1cmくらい取ってね 折れたり、傷がついたものは除いてね

切手を集めている人に買ってもらってお金にかえるんだよ。

切手
重さ（1kg単位）で
買取られる

収集ボランティア活動

ボランティアによって分類されます。
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　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。

ご協力ありがとうございます

消費者トラブル消費者トラブルにご注意ください！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 ～PART Ⅱ ～

　依然として新型コロナウイルスに関連した報道が連日続き、それに伴って相談が増加しております。今回は「返金され
ない」、「覚えのない品物等が届いた」、「新しい生活様式に伴うインターネット通販のトラブル」、「持続化給付金」につい
てお知らせします。

①キャンセルした航空券の代金が返金されない。
②留守にしている間に、覚えのない請求書、頼んでいない品物が届いた。
③初回お試し○○○円を定期購入とは認識せずに申し込み、解約しようとしたら高額な料金を請求された。
④職場の同僚、大学の友達から「お金がもらえる」と誘われたが、持続化給付金の不正申請だった。

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

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。2

商品を注文する前に定期購入の契約になっていないか確認しましょう。3

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）

やめなよと　言える君とは　心友だ  （六中2年    葛西  陽菜）

持続化給付金の受給資格のない人は、受給できると持ちかけられても絶対に応じないように
しましょう。

速やかにご返還ください。まずは、下記の経済産業省コールセンターにご相談ください。誤って受給された方へ

4

2020年8月31日以前に
申請された方 ☎0120-115-570 2020年9月1日以降に

申請された方 ☎0120-279-292
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　下記のイベントは、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、今年度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。

イベント中止のお知らせイベント中止のお知らせ

①新春賀詞交歓会

②ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練

③さくらまつり
（老人福祉センターさくらの家サークル活動発表会）

【問合せ】 社協 企画総務課　☎047- 452- 4161

【問合せ】 社協 地域福祉課　☎047- 452- 4161

【問合せ】 さくらの家　☎047- 451- 3566

　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

顔上げて　君の味方は　ここにいる  （東邦中3年    中野  莉緒）

掲示板

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）

ズスズキキ
第14回第14回
地域のボランティア活動を企業が応援しています！

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

ボランティア・市民活動センターで行なわれている収集ボ
ランティアの活動で集めているものは何でしょうか？

　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1月31日（日）（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！ 正解は「ふくし習志野」4月1日号で発表するよ。
　なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただくよ。

①使用済み切手　②　　　　　　　　③使用済みタオル

《正解》 ②70%
《当選者》杉村栄一　 中村ミチエ　 山腰昇

（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

使用済み
インクカートリッジ

　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
金にご協力をいただいた方々のお名前は、令和3年4
月1日号に掲載します。

坂中孝典　米原大右
イトーヨーカドー労働組合津田沼支部

金銭寄付

ご協力ありがとうございました
令和2年8月1日 ～ 10月31日（敬称略）
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