
令和3年（2021年）4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。

令和3年（2021年） 4月1日

No.165

志志 野野習習

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。

考えて　その軽い言葉の　重い意味  （東邦中3年    嶋根  大晟）

　藤崎支部事務所のある藤崎青年館が「藤崎よいとこ館」に改称されました。「藤崎よいとこ館」は近隣の7町会と藤崎支部
が中心となり、地域における集いの場や社会福祉活動を行なう施設として運営されています。
　それに伴い、藤崎支部の開所日が令和3年4月1日から変更されます。よろしくお願いいたします。

藤崎青年館が「藤崎よいとこ館」に改称されました

【開所日】毎週火・木・土  午前10時～午後4時　【問合せ】藤崎支部　☎047- 471- 5559

　地域福祉の推進役として、16支部（約700名）のボ
ランティアが、地域の実情に合わせた様々な事業を展
開しています。
　新型コロナウイルスの影響により活動を制約しなけ
ればならない状況が続く中、感染予防対策を徹底した
うえで、地域の実情に合わせた事業を展開し、地域福祉
を推進しています。

　猛威を振るう新型コロナウイルスは、未だに事態の収束が見えず世界中の社会経済を混乱させています。また
様々なイベントや事業が中止・延期、また縮小を余儀なくされている状況にあります。
　感染の拡大と影響の長期化が懸念される状況の中で、社協袖ケ浦支部は感染予防対策を徹底し、徐々に事業の
再開に努めています。
　副支部長の高橋君枝さんは「今回のコロナ禍で、訪問して顔と顔を合わせて話をすることの重要性を再認識した」
と言います。支部事業の主要な柱である、ふれあい・いきいきサロンやひとり暮らし高齢者食事サービスについては、
しばらくの間実施を見合わせておりましたが、昨年末から感染予防に努め実施しています。

　当日は20名ほどの参加がありました。入館・退館時の2回の検温と手
指消毒をし、会場内ではソーシャルディスタンスを保ち、実施しました。
　開催時間は大幅に縮小されましたが、秋津高齢者相談センターによる
「電話de詐欺」の講話には参加者も聞き入っていたようです。また、今年
の干支である丑の飾り物とお菓子の詰め合わせを持ち帰っていただき、大
変喜ばれました。

いきいきサロン袖ケ浦いきいきサロン袖ケ浦（令和2年12月8日）（令和2年12月8日）

ひとり暮らし高齢者食事サービスひとり暮らし高齢者食事サービス（令和3年1月13日）（令和3年1月13日）
　例年は年8回実施していますが、今年度は11月から5回の実施予定です。
　主に在宅のひとり暮らし高齢者の方々を対象に、地域の人とのふれあい
を持つことにより孤独感を和らげ、安否確認を行なうことを目的に支部委
員が訪問しています。お弁当と袖ケ浦こども園児による手製の写真立て、
さらにお誕生月の方にはお花をお届けしました。支部委員は、フェイス
シールドとマスク着用で訪問しています。

袖ケ浦支部袖ケ浦支部

社協支部活動紹介

袖ケ浦公民館（袖ケ浦2- 5-1袖ケ浦公民館内）袖ケ浦公民館（袖ケ浦2- 5-1袖ケ浦公民館内）
毎週火・木・金曜日 午前10時～午後4時毎週火・木・金曜日 午前10時～午後4時
※正午～午後1時まではお昼休みのため不在※正午～午後1時まではお昼休みのため不在
※新型コロナウイルスの影響により、変更する場合があります※新型コロナウイルスの影響により、変更する場合があります

袖ケ浦支部　☎047- 452-1555袖ケ浦支部　☎047- 452-1555

場  所：
開所日時：

問 合 せ：



消費者トラブルにご注意ください！

かんがえて　じぶんのことばに　せきにんを  （四中2年    松尾  彩恵）

城之内照和　長谷川榮一　長谷川誠一　米原大右　いずみ麻雀クラブ　一般社団法人千葉県馬主会
イトーヨーカドー労働組合津田沼支部　国際ソロプチミスト船橋　習美会
千葉県退職公務員連盟習志野支部

　令和2年4月から令和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、折込の『ふくし習志野臨時号』に掲載しています。

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11月1日 ～ 令和3年1月31日（敬称略）

「どこに相談していいかわからない」「こんなことで相
談に行っていいの？」と悩まずにお気軽にお越しくだ
さい。心配ごと相談員が相談に応じます。また、必要
に応じて関係機関をご紹介します。

  障害福祉サービス事業所花の実園では、採りたて
新鮮な地元野菜・季節のお花・手作り品を集めた「ポ
ポロマルシぇ」を毎週水曜日に開催しています。
　サポーター農家さんが愛情いっぱいに育てた野
菜は、安心・安全・お得・納得の品揃え。人と人の
心が通う温かなふれ合いと旬の彩りに溢れるテラス
は、誰もが気軽に立ち寄ってホッとできる楽しい空
間です。
　障がいを持つ人の生き活きとした輝きをお伝えす
る福祉の拠点ポポロ。地域に愛され育まれている
「マルシぇ」は、心地よい風と優しい陽に包まれ、笑
顔の輪が広がる出会いと交流の場として賑わってい
ます。
　そうだ 水曜日は「マルシぇ」に行こう♪ 
　ぜひご来店ください。

心配ごと相談所

※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。

専門のアドバイザーがお悩み（遺言・相続・法律）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）

要予約

会　場 開所日（祝日を除く）
サンロード津田沼6階
「市民相談室」 毎週  月・火・水・木曜日

東習志野コミュニティーセンター
3階「講義室Ａ」

毎月第2土曜日総合福祉センター2階
いずみの家「相談室」
電話相談　☎047-451-9494

時　間
予約不要
各会場とも　午後1時～4時（受付 午後3時30分まで）

【問合せ】 社協 地域福祉課　☎047- 452- 4161

内容 遺言・相続相談
（司法書士） 法律相談（弁護士）

会場

総合福祉センター1階　さくらの家「相談室」
対象：市内在住60歳以上の方
予約：各回先着3名、開催の2日前までにお申込み

ください。

開催日 毎月第2木曜日 毎月第4木曜日

時間 午後1時30分～3時30分

【問合せ】 さくらの家　☎047- 451- 3566
※相談に関する資料があればお持ちください。

相談無料！ 秘密厳守！

こんな時だからこそ  私たちにできることで  笑顔を地域に届けたい

4月 3日（土）・4日（日）
園庭を開放します。自由に桜をお楽しみください。

わくわく ❶わくわく ❶

4月 7日（水）
上野村春の特産品フェア開催。大自然の恵みが届きます。

わくわく ❷わくわく ❷

テラスは地域の皆様がのんびりくつろぐ・憩いのスぺースとして
いつでも開放しています。　～どうぞご利用ください～

わくわく ❸わくわく ❸

場所 ： 総合福祉センター  花の実園ポポロテラス
（秋津3-4-1）

日時 : 毎週水曜日 午前9時~午後2時　
問合せ : 花の実園　☎047-451-3921
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花の実園「笑顔プロジェクト」

珍しい品種も
あるよ！

2



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 Ⅲ ～

　「あやしい」「覚えがない」このようなことはありませんか

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口による相談は休止の場合があります。　

　このような相談が習志野市にも寄せられています。

①身に覚えのない品物がいきなり届いた
②自宅の補修工事によるトラブル（訪問販売による）
　5日前、「お隣の家で屋根の工事をしているが、見ているとお宅の屋根も塗装が必要な状態だ」と業者から勧め
られ、契約をした。後日、「屋根だけではなく、外壁の塗装工事を追加した方がよい」と言われ、断りきれずに追加
の契約をした。工事は来月の予定だが、高額なので工事をやめたい。

身近な消費者トラブルの一例として

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）

実らせよう　みんなで取り組む　いじめ0
ゼロ

 （七中1年    野澤  樹生）

自宅の補修工事によるトラブル2

　突然、来訪した業者は家に入れず、勧誘されても必要なければ、きっぱり断りましょう。契約を急がされ
てもその場で決めず、建築の専門家に相談したり、複数の業者に見積を取るなどして、確認しましょう。
　不安に思ったり、トラブルに遭ったりした場合は消費生活センターにご相談ください。
　訪問販売での契約は契約書を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。その
際、必ず、はがき等の書面で会社の代表者に通知します。

身に覚えのない品物が届いた場合1

　中に請求書が入っている場合もありますので、開封して確認し、請求書が入ってなければ２週間、様子を
見ましょう。業者が勝手に商品を送りつけてきた場合、届いてから２週間経ったら処分してかまわないと法
律で定められています。
　品物がなく、請求書のみ届いた場合は放置せず、すぐに消費生活センターにご相談ください。届いたものが
郵便受けから抜き取られている場合もあります。郵便受けは可能であればきちんと施錠するようにしましょう。

わくわく ❶

わくわく ❷

わくわく ❸
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「大丈夫？」　その一言が　救いの力  （七中1年    野原  渉）

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

「ポポロマルシぇ」を開催しているのはどこの事業所でしょ
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4月30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！　正解は「ふくし習志野」7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あきつ園　②花の実園　③さくらの家

①使用済み切手前号の正解

問題だよ!Q
ふふくくっっぴぴーーククイイズズ

　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。

【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

※日程が合わない方でも興味のある方は、お問合せください。

5月22日（土）  午前9時30分～午後0時30分
（受付午前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
習志野市運転ボランティアの会
4月2日（金）～5月19日（水）
9名（先着順）

日 時

会 場
内 容

対 象

持 ち 物
主 催
申込期間
定 員

【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

　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。

6月4日（金）、11日（金）、7月2日（金）、9日（金）
いずれも午前9時30分～午前11時30分
上記日時のほか、各施設等での現場実習（2日間）
総合福祉センター2階　いずみの家「研修室」
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　　　　　　　　
「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」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。
無　料
筆記用具をお持ちのうえ、動きやすい服装・マスク
着用でご参加ください。
4月30日（金）～ (定員になり次第終了)
15名（先着順）

日 時

会 場

内 容

対 象

そ の 他
参 加 費

申込期間
定 員

習志野市認定ヘルパー養成講座習志野市認定ヘルパー養成講座
参加者
募集

　習志野高等学校吹奏楽部にご協力いただき、毎年開催してい
る福祉コンサート「これが吹奏楽だ！」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、昨年に引き続き令和3年も開催
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。

【問合せ】 社協 企画総務課　☎047- 452- 4161

福祉コンサート「これが吹奏楽だ！」福祉コンサート「これが吹奏楽だ！」
開催中止のお知らせ開催中止のお知らせ

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 参加者

募集

掲示板

　令和3年1月1日発行『ふくし習志野164号』において、「令和
元年度中学生人権標語コンテスト」優秀作品の掲載について誤
植がございました。関係者の方々にはご迷惑をおかけしました
ことを伏してお詫び申し上げます。

お詫びと訂正

［正誤表］
訂 正 箇 所
1ページ  下段

誤 正

肌の色  人種  差別  みんな個性 肌の色  人種  性別  みんな個性
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