平成30年4月～平成31年2月
末日までにご協力いただいた
皆さまを掲載しております。

平 成 31 年 3 月 に ご 協 力 い た

だいた皆さまのお名前、一般会

費・ 特 別 会 費 の ご 協 力 金 額 は、
「ふくし習志野」2019 年 7 月 1

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
～たくさんのご協力ありがとうございました～

会 鷺沼４丁目町会 鷺沼４丁目東町会
鷺沼５丁目町会
●鷺沼台支部
鷺沼台１丁目自治会 鷺沼台１丁目町会
鷺沼台１丁目第２親睦会 鷺沼台２丁目
町会 鷺沼台４丁目町会 鷺沼台３丁目
東町会 鷺沼台３丁目南町会 鷺沼台３
丁目北町会 鷺沼台３丁目西町会 ぱる
る自治会
●藤崎支部
一本松自治会 藤崎１丁目朝日町会 藤
崎１丁目椿台町会 藤崎２丁目第１町会
藤崎３丁目第２町会 藤崎３丁目第１町
会 藤崎２丁目第３町会 藤崎２丁目第
２町会 藤崎３丁目芳美台町会 藤崎３
丁目富士見台町会 藤崎３丁目みどり会
藤崎３丁目向山町会 藤崎４丁目北町会
藤崎４丁目藤町会 藤崎４丁目菊田川町
会 藤崎４丁目内山町会 藤崎４丁目白
鷺町会 藤崎５丁目さつき町会 藤崎５
丁目あけぼの町会 藤崎５丁目幸楽台町
会 藤崎５丁目むらさき町会 藤崎５丁
目親交会 藤崎６丁目第１睦町会 藤崎
６丁目第１町会 藤崎６丁目第４町会
藤崎６丁目第２町会 藤崎６丁目睦第２
町会 藤崎７丁目町会 藤崎２丁目第４
町会 藤崎日の出町会 クオリティーヒ
ルズ自治会 藤崎６丁目第３町会 ネイ
シア津田沼自治会 藤崎４丁目ひかり町
会 藤崎６丁目第５町会 子安の森町会
●大久保支部
新栄大久保町会 泉市営自治会 県営住
宅大久保自治会 平和団地自治会 いず
み自治会 津田沼ローヤルコーポ自治会
桜並木町会 上部町会 大久保中央第１
町会 大久保２丁目第２町会 大久保２
丁目第１町会 本町町会 寿町町会 松
山町会 住友町会 大久保４丁目町会
さつき町会 本一町会 向ケ丘町会 本
大久保１丁目緑風台町会 ライオンズマ
ンション京成大久保第２自治会 東急ド
エルアルス津田沼東自治会 ライオンズ
ガーデン津田沼東自治会 ２丁目グラン
コート大久保町会 アーベントハイム大
久保駅前自治会 グランコート大久保Ⅱ
自治管理組合 ゼファー習志野バーズア
リーナ管理組合 しらかば町会 ウェリ
ス習志野大久保管理組合
●本大久保支部
大久保中央第２町会 大久保中央第３町
会 本大久保南町会 本大久保４丁目あ
けぼの町会 吹上苑町会 本大久保３丁
目町会 新生町会 サクラパーク大久保
自治会 大久保団地自治会 本大久保

ホームタウン自治会
●花咲支部
花咲連合町会
●実籾支部
実籾１丁目南町会 実籾２丁目町会 実
籾１丁目東町会 実籾５丁目第１町会
実籾駅前町会 実籾６丁目第１町会 実
籾むつみ町会 実籾３丁目町会 実籾本
郷町会 新栄実籾町会 実籾大日山町会
実籾神社下町会 ローヤルシティ実籾管
理組合
●東習志野支部
東習志野２丁目町会 東習志野３丁目町
会 東習志野４丁目町会 東習志野５丁
目町会 東習志野東町会 実花町会 東
習志野８丁目町会 ユトリシア自治会
●秋津支部
秋津第１団地管理組合 海浜秋津住宅管
理組合 秋津第２団地管理組合 秋津第
３団地管理組合 秋津４丁目町会 秋津
５丁目町会
●香澄支部
香澄１丁目公団住宅町会 市営香澄自治
会、 県 営 香 澄 自 治 会 香 澄 ２ 丁 目 町 会
香澄４丁目住宅町会 香澄５丁目町会
香澄６丁目自治会 Ｌ・フロール４丁目
町会

一般会費
赤い羽根共同募金

町会・自治会の部（敬称略・順不同）

●谷津支部
幹線谷津マンション管理組合 ファミー
ル谷津町内会
●津田沼支部
津田沼ハイライズ管理組合
●藤崎支部
パークグランディエデナ自治会 藤崎
丁目藤見ヶ丘町会
●屋敷支部
屋敷１丁目南町会 屋敷１丁目町会 屋
敷タウンハウス自治会 屋敷２丁目町会
屋敷３丁目町会 フォーレ朝丸自治会
屋敷４丁目町会 屋敷５丁目町会 グラ
ンヒルシティミレナ自治会 ラクラス
ガーデン自治会
●香澄支部
香澄３丁目町会
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一般会費
赤い羽根
歳末たすけあい募金
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7,498,170円
平成30年度実績

町会・自治会の部（敬称略・順不同）
●谷津支部
谷津１丁目菊田台自治会 谷津１丁目駅
前町会 谷津１丁目東部町会 谷津１丁
目西部町会 昭和コーポ自治会 谷津２
丁目西部町会 津田沼ハイツ自治会 谷
津２丁目向山町会 谷津３丁目町会 谷
津遊園ハイツ管理組合 谷津早稲田町会
谷津４丁目自治会 谷津５丁目第１町会
谷津 丁目津田沼パークハウス町会 谷
津７丁目町会 津田沼アカシアハイツ自
治会 谷津２丁目東部町会 ペルル津田
沼管理組合 奏の杜パートナーズ内奏の
杜パートナーズ居住者会
●谷津西部支部
谷津汐見台町会 谷津５丁目町会 ウェ
ルフェアグリーン谷津自治会 新日鐵住
金習志野住宅自治会
●津田沼支部
津田沼２丁目南部町会 菊田ハイツ管理
組合 津田沼３丁目第１町内会 津田沼
３丁目第２町会 住友大阪セメント
株( 津) 田 沼 社 宅 自 治 会 津 田 沼 丁 目
第 町会 津田沼４丁目第４町会 津田
沼４丁目第 町会 津田沼４丁目第２町
会 津田沼５丁目第５町会 津田沼５丁
目第１町会 津田沼４丁目第３町会 津
田沼５丁目第３町会 津田沼６丁目第３
町会 津田沼６丁目第２町会 津田沼７
丁目第３町会 津田沼７丁目第１町会
津田沼７丁目第２町会 津田沼５丁目第
４町会 津田沼７丁目第４町会 三和町
会
●津田沼北部支部
津田沼 丁目町会 津田沼ハイム自治管
理組合 エクセル津田沼町会 津田沼３
丁目第３町会
●袖ケ浦支部
袖ケ浦１丁目町会 マープル津田沼スカ
イハイツ自治会 袖ケ浦１丁目東町会
袖ケ浦分譲住宅自治会 袖ケ浦４丁目町
会 袖ケ浦５丁目町会 袖ケ浦６丁目町
会 袖ケ浦団地自治会 東急ドエル習志
野ビレジ自治会
●鷺沼支部
鷺沼１丁目町会 鷺沼１丁目北部町会
鷺沼２丁目町会 鷺沼２丁目 町会 鷺
沼２丁目八剣台自治会 鷺沼２丁目睦町
会 鷺沼２丁目北部町会 鷺沼３丁目町
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歳末たすけあい募金
12,158,780円
平成30年度実績

臨時号
平成 30 年度

日号に掲載します。

つながりささえあうみんなの地域づくり

平成 30 年度も、皆さまからのあたたかい募金が寄せられました。ご協力ありがとうございました。

住民の皆さまからの「戸別募金」、市内各所での「街頭募金」、企業による「法人募金」、児童・生徒
の皆さまによる「学校募金」、地域の祭りなどで募金箱を置き、募金を募る「イベント募金」などの方
法によりご協力いただきました。

ふくし習志野臨時号

一般会費
歳末たすけあい募金

藤崎５丁目東町

町会・自治会の部（敬 称 略 ・ 順 不 同 ）
●藤崎支部
藤崎４丁目新藤崎町会
会

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

●谷津支部
京成サンコーポ谷津管理組合 谷津遊路
管理組合 ソフトタウンニュー谷津遊園
管理組合 津田沼フラット自治会
●谷津西部支部
谷津６丁目町会
●鷺沼台支部
ライオンズマンション津田沼鷺沼台管理
組合
●藤崎支部
藤崎１丁目町会

赤い羽根共同募金
町会・自治会の部（敬 称 略 ・ 順 不 同 ）
●谷津支部
レールシティ津田沼自治会
●実籾支部
実籾大原県営住宅自治会

歳末たすけあい募金
町会・自治会の部（敬称略・順不同）
●津田沼支部
ヒルグレイス津田沼町会
●屋敷支部
屋敷連合町会
●秋津支部
秋津団地中央自治会

特別会費
（敬称略・順不同）
●谷津支部
津田沼中央総合病院 西光寺 中村嘉秀
津田沼南口商店会 ユー 加藤太右衛門
三代川彦博 村山千代子 小川英雄 名
池工務店 西山洋子 五関清 三徳工業
織戸博次 石松保子 織戸冨美子 織戸
政夫 織戸さだ 東福寺 村山モーター
ス 三代川利男 三代川幹雄 三代川誠
一 黒沢理容室 加藤清一 三代川文子
松田みよの 小池京子 篠宮和枝 ロー
ズタウン武内商店会 武内豊次 桐山妙
子 永山澄子 山田豊子 赤津邦一 高
須せつ 川嶋一男 幸田範 加藤歯科医
院 荒川雅敞 宮野俊之 米山きよ 榎
本信弘 秀和谷津遊園レジデンス管理組
合 吉村久雄 田村信二 澤田操 牛嶋
睦 西原ふじ江 田辺玲子 金子テイ
田村栄子 田島マツ ハローマザーズ
玲光苑習志野ローズ館 田久保建設 山
田裕久 岸田歯科医院 池田屋 富樫昭
子 落合園 インテリア海保 谷津保健
病院 手打ラーメンホーライ ローソン
習志野谷津店 佐藤歯科 アリス動物病
院 高橋仁子 広瀬美代 林淑子 大本
國枝 大本巖 松浦萬亀子 ぱんの樹
フローライズミヤ あかね家 米谷チイ
子 織戸自動車整備工場 井原きく子
柿沼敏子 川嶋徳良 川守田啓二 深美
勲夫 三代川久栄 荒木和子 今知子
増澤君子 椎名久雄 ポニークリーニン
グ津田沼南口店 川崎雅美 三浦久美
萩原恵 北島俊夫 三井翠 田中信夫
緑川久 長谷川美智子 間井祥子 後藤
晃 鈴木恵子 藤原やよひ 赤城裕 谷
津五丁目第一町会婦人部 遊佐繁秋 西
村由美子 安河内美弥子 青木孝子 武
塙利男 小松敏成
●谷津西部支部
谷津西部連合町会餅つき大会
●津田沼支部

あづま理容室 吉川耳鼻咽喉科医院 小
倉とよ子 斉藤京子 習志野都市開発セ
ンター 植草米店 和食瀧もと 高橋和
子 東漸寺 太田医院 植草ふとん店
小倉義松 伊藤八千代 飯島会計事務所
金清堂 アサヒ建築土木 庄や京成津田
沼店 大野屋工務店 グッドフェイス菜
の花 三橋石治 山川平次 ウィング遠
山 竹田会計事務所 丸繁 美角薬局
三橋武夫 小倉珠算学院 村山歯科医院
ウエクサ
丸靴店 マツモトキヨシ
ＪＡ千葉みらい習志野 千葉銀行津田沼
支店 千葉信用金庫津田沼支店 たばこ
の店吉野 三橋美知緒 植田運輸 三橋
芳江 竹之内孝子 三橋茂夫 吉野重次
郎 三橋幹夫 白鳥昭治 白鳥昭正 三
代川栄一 コトブキコーポレーション
Ｍ ｒ． ＆ フ ラ イ パ ン 京 成 自 動 車 整 備
金利商店 三橋隆資 小川コインランド
リー 白鳥製粉 三市商店 浅井とし子
小藪英志 塩田謙次 トラベルマリン
飯島忠伸 徳山内科外科医院 徳山歯科
医院 大和住宅 金子信暁 巴屋 植草
弘 たか丸 都築博文
●津田沼北部支部
十三ビル 大和商事 堀越ビル 松栄
パーキング 高山歯科 高橋化粧品店
ミヤコシ 斉藤歯科医院 津田沼医院
青葉幼稚園 倉岡堯之 杉田モータース
鈴木水道 大木歯科クリニック 内山髙
太郎 金江み江 つだぬまオリーブ歯科
クリニック 嶋浩一郎 八州屋総業 小
菅和彦 藤野宏子
●袖ケ浦支部
袖ケ浦西クリニック わだやま接骨院
三代川薬局 高橋君枝 習志野歯科診療
所 本田土木工業 習志野ガス設備工業
うけや書店 ムラタデンキ ビューティ
サロンアイ ラリースポーツ アイナ整
骨院 習志野クリニック 赤松眼科医院
習志野電化 長谷川能理子 大武薬局
幕張インター外科 海寳嘉胤 小川岩保
新習志野どうぶつ病院 菊竹 金子富士
子 セイワメディカル いちかわ内科
三好フローリング 中澤誠 ダイドー
フードマテリアル 有賀青果店 しかの
デンタルクリニック 中村正子 吉澤歯
科医院
●鷺沼支部
櫛方薬局 伊藤敬子 大沢幸雄 廣瀬佳
都子 広瀬石材店 松樹印刷 キリン
川地栄四郎 村山輝 村山電気店 村山
信一 新生舎 鈴木とし江 細江容子
福原順子 鈴木勝枝 川嶋滋幸 三橋庄

吉 更科京屋 千曲硝子工業 ダスキン
小林クリーンサービス 山本運輸 広瀬
義弘 中村工商 山本弘子 小川俊子
竹田和子 山田泰子 松井桃子 白鷺園
樋口英美 馬場寛美 小森洋子 村山一
恵 夛田皓彦 了英会整骨院 戸部世志
江 荒井京子 廣瀬克久 吉川輝昌 小
林優子 明徳そでにの保育園
●鷺沼台支部
ハニー薬局 三橋洋子 田所喜美子 斉
藤武 実践倫理宏正会津田沼支部 小林
義美 新井元子 新井大富 市古商店
木村幸雄 早山美登里 吉田晴美 木村
勲 田島義之 千葉理化器械 玉津フミ
子 鏡七郎 長谷部板金 角田進 佐藤
美穂 ひまわり歯科 岩月清水 小室一
恵 原田フミ子 水野直之 花岡洋介
尾崎蓉子 木元葉子 木嶋芳子 内堀隆
裕 平賀達明 ローソン鷺沼台店 寺崎
美彌子 藤木善次 中本晴常 木村直美
富所裕 山田浩司 小山石美智子 小畑
正穂 播本礼子 植草克友 遠藤典子
八木谷直美 山田保温工業 舞さくら
京葉都市生活サービス 織戸勝雄 遠藤
早苗 上杉映子 村山登 荒澤むら子
竹中敬彦 赤井奈穂子 浅井智子 田中
スズ江 渡辺久美子 佐久間栄子 イ
リーゼ津田沼
●藤崎支部
田久保石油 佐野工務店 野田順子 田
丸屋商店 積産住宅 柳町歯科医院 藤
井造園土木 大作園園芸研究所 本島節
子 田代美津子 松下昌子 久留島光枝
茂木力代子 青心書道会 フレッシュワ
ンたくぼ 伊藤寛子 久高真奈美 習志
野鉄鋼建設 西野澄男 山本千秋 石井
紀子 家田つや子 佐竹喜代子 加藤珠
以 内山昭雄 ヘルスケアナラシノ 木
村祐子 井口百合子 石橋ふじ江 田久
保春男 中村恵乃 田畑富三夫 小澤淳
●大久保支部
赤塚辰朗 習志野スポーツ 市角氷店
京葉科学 名取フトン店 笠川博史
パーラー会津屋 習志野薬局 佐藤塗装
ミツワ堂 鳥吉 紅谷商店 多恵美容室
八百松商店 大和屋書店 疋田電気 梨
屋商店 間中時計店 宍倉豆腐店 鮎沢
靴店 大久保園 千葉興業銀行習志野支
店 不二装備工業 伊藤睦子 熊倉正夫
新貝保険事務所 ＣＡＣスポーツ 田久
保直子 日盛堂 手塚勝子 古川医院
熊倉商店 竹田美智子 桂林餃子 永田
眞 雅セレモニー 青塚由行 藤川和美
坂本義則 海老原千恵子 佐藤洋子 中

野不動産 青木自動車整備工場 カトラ
ンベーカリー 佐久間淑子 習志野大久
保東郵便局 奥村佳洋 矢澤剛
●本大久保支部
松信ウィメンズクリニック 松葉寿司
京葉銀行大久保支店 松下弘 犬塚徹
栗山龍太郎 久保木畳店 宮川文義 小
倉進 古達精一 岡本英司 習志野ガス
大久保センター フラワーショップふせ
浜田建設 吉水電機工業 和田暢男 楠
茂博 聞信寺 竹内清 日待石材 江澤
和江 南茂デンキ 日興水道工業所 そ
ば処更科 石原千佳子 電器のムラヤマ
川城スポーツ 中川哲弥 谷口光徳 長
谷川清次 高部節子 佐々木繁夫 ヘ
アーサロンジュピター モナ美容室
ナッシュ美容院 ジギー美容室 あさく
ら美容室 佐藤愛子 オシャレサロン太
陽 エコー美容室 食事処海神亭 毎日
新聞大久保東部専売所 小川博 青山喜
三郎 小畠靖子 池田浩明 金子良隆
メンズサロンスカッシュ カットバック
酒匂淳夫 加藤環 小林照子 鈴木信一
珈琲店パティオ 高宮三千子 高田敦子
吉田武 小堤清子 岡戸宏之 小倉司
野口晴正 高橋光雄 杉山肇 大野洋子
門間新一 山崎潤 佐久間定之 布施青
果店 垣内亮 山本正治 鈴木輝雄 国
府浜秀夫 飯田隆 杉村茂夫 北村勝之
雪竹輝男 宮脇雄二 高橋保雄 門馬秀
美 徳野勤 斎藤睦男 中村壽子 小松
徳次郎 権丈和男 小川啓子 畑中登志
江 加藤久雄 原田一郎 橋野洋紀 藤
野義彦 八藤後恵利 児高拓爾 木原正
男 成毛孝夫 松田武二 鈴木孝利 川
谷聡 平島正幸 大坪小夜子 中山サツ
子
●屋敷支部
幾度雄介 池上早智子 総合インテリア
櫻井 中野友彦 川鍋工業 國分和子
丸和商店 中台謙一 合間正秋 中台守
長谷川誠一 おそば久司 小山歯科医院
木村房子 若林シゲ子 京葉サッシ販売
アオキ 習志野葬祭 高橋幸夫 井口隆
夫 佐々木光世 安達みどり 小林三夫
村井操 林孝治 吉野和男 屋敷消防団
アンナカ 小池文子 新田房子 マイ
ホーム習志野 中台晴美 中台聡子 セ
ブンイレブン習志野屋敷店 白光舎屋敷
営業所 豊立会 浅井進 秋野禎二 兵
藤造園 屋敷郵便局 實川塗装 石川浩
信 酒迎政義 野田仁 高柳英昭 中台
光広 木村政信 居酒屋にしぐち 本田
清明 山口善弘

2

町会・自治会の部（敬 称 略 ・ 順 不 同 ）
●谷津支部
ソフトタウン谷津遊園管理組合
●津田沼支部
ルネ津田沼管理組合 津田沼 丁目第
町会 ハイツエバグリーン津田沼１号棟
自治会 津田沼４丁目第５町会
●大久保支部
津田沼東パークホームズ壱番館管理組合
大久保住宅新棟自治会
●本大久保支部
ライオンズヒルズ習志野の杜自治会
●実籾支部
コスモステージ大久保町会 サンクレイ
ドル習志野パセオ自治会
●秋津支部
ヴェルデコア新習志野管理組合

一般会費

4

町会・自治会の部（敬 称 略 ・ 順 不 同 ）

6

ティパーラーコム 佐藤クリーニング店
田岡勝二 榎並昭文 阿部文信 日達幸
子 ディスカウント細野 佐藤英雄 小
林君江 二瓶松夫 佐藤眞美恵 野崎美
津枝 小平陸太郎 杉山純子 ナラデン
福原孝枝 望月幸子 篠塚光秀 吉野利
子 岩野忠義 川口善規 中谷淳三 神
田靖男 杉山稔 熊澤文子 山口行則
浅川秋子 北條武 山賀渉 池田克枝
山岸美智子 林宏 久田弘 山本芳司
鳥よし 小川惣兵 藤川範男 地域交流
プラザブレーメン習志野 村井勤 光陽
電気 いろは文具店 渡邉明 渡邉博子
クレヨン 天池義明 佐瀬竹治郎 広瀬
守 かめやふとん店 木村弘隆 平井真
子 阿久津誠吾 首代朝子 緒方作雄
ＳＳＳ習志野 川口清 高橋春松 清水
晴彦 吉村将司 生田昌也 内田滋 若
葉自動車 スガイ理容室 菊地修吾 加
川弘 丹野雅聰 澪川武夫 日立産機ド
ライブ・ソリューションズ 依田大 鈴
木甲子夫 佐藤洋 石橋幸一 藤山史朗
小峰匡 柴浩 柴信行 小平武信 小平
うめ子 佐久間良和 清水豊作 大畑寛
廻谷哲男 海保洋治 あいづや酒店 石
橋彦二 秋山諄正 佐藤紀幸 遠藤勝吉
櫛引邦夫 高宮邦男 小熊美代子 桜田
義隆 康徳会 久保木正男 高見義弘
小川静雄 高橋八郎 長谷川豊 水口悦
子 青柳秀三 増本美弘 高石照男 天
童幸示 大野美恵子 千葉紀子 有田洋
一 田畑凱子 野村幸弘 下山設備工業
冨谷輝夫 知久佳子 國本盛行 太勝防
災 鈴村万寿雄 村田貞雄 山下進 綾
部秀伸 村上慶治 佐藤マサヨ 平井秀
敏 佐藤行雄 木内良子 高山昭 土屋
光由 時末光 山枡禮子 豊田稔 久佐
賀けい子 武田弘信 岡戸福治 佐藤キ
ヨ子 佐藤勝雄 石田裕 岩澤良二 戸
辺つき江 服部真智子 谷中隆 松本正
明 小林宏行 西山紘一 石田拓 村田
忠男 菊島荘三 斉藤尚夫 かでん本城
宮城康次 大橋伸子 大平洋機工 日鉄
住金溶接工業 佐藤錦也 広瀬商店 東
栄鋼材 芝勝寿司 京葉警備保障 杉栄
建材 ユトリシア自治会夏祭り
●秋津支部
京葉銀行新習志野支店 斎藤商事 あき
つ園 セイワ習志野 ゆいまーる習志野
ケアセンター習志野 西嶋隆 山田医院
阿部歯科クリニック 三橋商店 秋津産
婦人科医院 グループホーム秋津 興栄
燃料 蒔田医院 グループホーム谷津苑
村井健治 ニシマキ 習志野トラックセ

ンター 東和製缶 丸山工務店 イカリ
消毒 日興機械 畠山建設 三興ベン
ディング 佐藤金属 白鳥製薬 日立産
機システム あかね園 京葉測量 日経
首都圏印刷 増田運輸 ビッグアイ 東
洋エンジニアリング 麻生宇宏 金内美
智子 習志野市開発公社 舌津一良
●香澄支部
酒井保 船津タツ かすみクリニック
かすみ整骨院
●市外
東邦大学 にじと風福祉会 総合印刷新
報社
●その他
ボランティアサークル「ひまわり」おも
ちゃ病院

赤い羽根共同募金

クレヨン えちごや酒店 カミヤホーム
サービス電機 日立産機システム習志野
事業所 あいづや酒店 みもみ美容室
こだいら理容室 理容スガイ 青木眼科
山川医院 日盛堂 外山電商 たか子美
容室 林園緑地建設 ビューティクック
ラン美容室 大内緑化土木 小山歯科医
院 アオキ まきた内科医院 マモル歯科
医院 三徳工業 加藤歯科医院 田久保建設
池田屋 谷津保健病院 ハローマザーズ
習志野朝日 植草米店 両総通信 吉川耳
鼻咽喉科医院 青葉幼稚園 杉田モー
タース 鈴木水道 東漸寺 太田医院 徳山
内科外科医院 徳山歯科医院 三市商店
京成自動車整備
Ｍ ｒ． ＆ フ ラ イ パ ン
トーソーコーポレーション たか丸 植
田運輸 藤海畳店 鈴木歯科 赤松眼科
医院 矢﨑建築事務所 習志野クリニック
幕張インター外科 袖ケ浦西クリニック
有賀青果店 アイナ整骨院 新習志野ど
うぶつ病院 大武薬局 総合印刷新報社
共同募金ボランティア 日赤奉仕団東習
志野分団 ボーイスカウト習志野第 団
ボーイスカウト習志野第 団 ガールス
カウト千葉県第 団 ガールスカウト千
葉県第 団 習志野市子ども会育成会連
絡協議会 津田沼小学校 大久保小学校
谷津小学校 鷺沼小学校 実籾小学校
大久保東小学校 袖ケ浦西小学校 東習
志野小学校 袖ケ浦東小学校 屋敷小学
校 藤崎小学校 実花小学校 向山小学
校 秋津小学校 香澄小学校 谷津南小
学校 第一中学校 第二中学校 第三中
学校 第四中学校 第五中学校 第六中
学校 第七中学校 習志野特別支援学校
習志野高校 実籾高校 津田沼高校 東
邦大学付属東邦中学校 習志野調理師専
門学校 谷津幼稚園 津田沼幼稚園 向
山幼稚園 藤崎幼稚園 屋敷幼稚園 大
久保東幼稚園 新栄幼稚園 秋津幼稚園
香澄幼稚園 大久保保育所 藤崎保育所
谷津保育所 本大久保保育所 大久保第
二保育所 本大久保第二保育所 菊田第
二保育所 秋津保育所 谷津南保育所
東習志野こども園 杉の子こども園 袖
ケ浦こども園 花の実園 セイワ習志野
習 志 野 偕 生 園（ 従 来 型 ） 習 志 野 偕 生 園
（ユニット型） グループホームメタセ
グリーンパーク習志野 玲光苑習志野
ローズ館 あかね園 あかねホーム あ
きつ園 マイホーム習志野 習志野八千
代地区保護司会習志野支部 おもちゃ病
院 募金箱（大久保公民館 新習志野公
民館 菊田公民館 屋敷公民館 袖ケ浦

公民館 実花公民館 谷津公民館 いず
みの家 さくらの家 イオン津田沼店
マックスバリュ東習志野店 ザ・ボディ
ショップ津田沼店 奏の杜パートナーズ
市民協働インフォメーションルーム）

個人の部（敬称略・順不同）

小室一恵 佐藤美穂 土𣘺多美子 尾崎
蓉子 木村幸雄 浅井智子 田所喜美子
植草克友 赤井奈穂子 新井元子 芹沢
徳文 佐藤錦也 西田佳以 佐久間康男
阿字悦子 佐藤健二郎 渡辺博子 石橋
幸一 遠藤勝吉 伊藤睦子 越智桂 三
橋清 植田美恵子 赤城裕 榎本信弘
五関清 小倉とよ子 倉岡堯之 三橋茂
夫 三橋喜左衛門 木村房子 麻生宇宏
佐々木光世 加川美奈子 長谷川幸子
酒井保 田尾操 佐久間秀二 長谷川清
次

イベント募金（敬称略・順不同）

東習志野連合町会パークゴルフ大会 袖
ケ浦支部ふれあいいきいきサロン秋まつ
り 本大久保地域ふれあいまつり 福祉
ふれあいまつり 実籾ふる里まつり 谷
津西部連合町会秋まつり 大久保ふれあ
いまつり オービックシーガルズ開幕戦

歳末たすけあい募金

団体の部（敬称略・順不同）

た

竹田

日赤奉仕団実籾分団 日赤奉仕団東習志
野分団 家庭倫理の会習志野 共同募金
ボランティア ボーイスカウト習志野第
２団 日赤奉仕団袖ケ浦分団チャリ
ティー 障がい者ネットワーク 更生保
護女性会 あかね園保護者会 サークル
こばと 募金箱（さくらの家 いずみの
家）

個人の部（敬称略・順不同）

し

長谷川幸子 朝倉偀之 柳澤陸郎
信夫 酒井保 河又博子 村上歩

ま

3

法 人・ 団 体・ 学 校 の 部（ 敬 称 略・ 順
不同）
大沢クリーニング店 松樹印刷 習志野
新生舎 櫛方薬局 ベラミ なつみ 広
瀬石材店 キリン 慈眼寺 更科京屋
千曲硝子工業 千葉理化器械 鷺沼台郵
便局 航空集配サービス 総和 柳沢自
動車工業 柳沢運送店 大陸興産 朝日
工業社技術研究所 広栄化学工業 秋山
木材産業 伊藤製作所 チェリーマート
緑川製作所 樋口製作所 小俣製作所
大平洋機工 日鉄住金溶接工業習志野工
場 東陽通商 栄信 豊川そば 広瀬公
貴商店 東栄鋼材 京葉警備保障 芝勝
寿司 杉栄建材 ビューティールームユ
ウ 菊富士習志野 堀口仕上所 崇教真
光 らーめんハウスドン 福葉水道 エ
ヌデーシー 司園茶舗 染谷家具店 総
栄建設 おおぜき写真館 仲田文具店
丸山木材 田丸屋商店 井上会計事務所
ふじさき内科クリニック 瀬古クリニッ
ク ヘルスケアナラシノ そんぽの家津
田沼 積産住宅 大作園園芸研究所 青
心書道会 ミニストップ藤崎６丁目店
郡司クリーニング つげ薬局 シントミ
総業 藤井造園土木 エムジーエムサー
ビス フレッシュワンたくぼ 阿部歯科
クリニック 山田医院 秋津産婦人科医
院 斎藤商事 かすみクリニック 丸山
工務店 日興機械 畠山建設 三興ベン
ディング 東和製缶 習志野トラックセ
ンター イカリ消毒 ニシマキ 佐藤金
属 京葉測量 日立産機システム 習志
野市開発公社 若葉自動車 日立産機ド
ラ イ ブ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ ナ ラ デ ン

とうござ
い

りが

あ

力

●花咲支部
たかこ美容室 越智桂 外山電商 林園
緑地建設 片野正江 大内緑化土木 唐
沢圭三郎 三橋清 ビューティクック
●実籾支部
トキタ産業 時田商店 キヘイコーポ
レーション 山本信二 飯生正己 菊地
久 タテワキ 無量寺 小川修正 三橋
病院 桜井富士雄 桜井裕子 桜井健之
関口光 桜井時男 みもみ動物病院 久
保歯科医院 グランマッシュ 中村和夫
飯生良 海老原巌 飯生龍也 桜井糺
渡辺由紀雄 桜井貞子 高橋昭男 桜井
潔 斉藤浩正 飯生昌益 保達男 関口
昌弘 海老原金雄 武田光広 飯生節子
櫻井弘通 金木利雄 桜井光雄 有川豊
司 トリミングサロン・ラム 染谷家具
店 得能恒三 大関写真館 ハッピー模
型店 ヘアーサロンミキ セブンイレブ
ン実籾店 高橋とよ子 美鶴堂 別井新
聞舗 コウノ歯科医院 鯨井測量建設事
務所 杉浦峰士 寿司ふじ 総栄建設
眞壁栄子 司園茶舗 飯生政夫 望月金
物店 森商 仲田文具店 実籾歯科医院
藤代政則 柴田勝治 吉田美惠子 佐藤
佐知子 桜井健司 鴇田廣 小林隆 桜
井茂雄 海老原秀治 老松稔 有川政雄
今井金吾 飯生智江 西山悦子 小野新
一郎 栗原義宏 森川治雄 冨田利明
実 籾 丁 目 東 町 会 １・２ 組 有 志 実 籾
丁目東町会３組有志 実籾 丁目東町会
組有志 志田俊一 習志野偕生園 保
月美世子 片岡健 森田孝司 小林忠男
稲葉高志 在田友子 佐藤秀有 佐久間
康男 小島博文 臼井広一 福本和雄
海老原秀男 大和田広 青塚順一 古月
美惠 東邦自動車 小林和夫 村岡幸治
市川勝 佐々木幸雄 根本義弘 鴇田国
男 重光碩 田村義一 中山正彦 大野
利忠 沢口隆司
●東習志野支部
関早都子 総和 樋口製作所 栄塗料
柳沢運送 高橋太賀夫 京新工業 習志
野清運 柳沢自動車成京工業 広栄化学
工業 伊藤製作所 橋本 秋山木材産業
千葉スバル自動車 チェリーマート 朝
日工業社技術研究所 ニチハマテックス
習志野工場 京葉交通 新井溶接工業
緑川製作所 小俣製作所 島崎熱処理
日立産機システム習志野事業所 加瀬知
敏 萩野モータース サロンドランブル
萩原商店 千秋 神谷工務店 塩田尚子
沖山卓司 宮本悦朗 マイホームサービ
ス柳沢 西本産商 川嶋健治 ビュー
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ふくし習志野臨時号

社会福祉法人

習志野市社会福祉協議会

会員(会費)ご協力のお願い

社協マスコット

ふくっぴー

●会員募集と会費納入お願いの趣旨

社会福祉協議会（以下、
「社協」）は、社会福祉法 第 109 条に位置づけられ、地域福祉の推進を図ることを
目的とする団体であり、地域の住民の皆さまで構成される社会福祉法人です。
地域福祉活動を推進するためには財源が必要です。習志野市にお住まいの皆さま及び法人・団体等の皆さま
には、社協の地域福祉活動にご賛同いただき、ぜひ会員になっていただきますとともに、社協活動へのご参加、
そして会費納入にご協力くださいますようお願いいたします。

●会員の種類
種

類

会員になる方

会

費

納入の方法

一般会員

習志野市に居住する世帯の
世帯主さま

年会費
500 円（世帯）

社協支部から町会等を通じてご協力いただいて
おります。

特別会員

個人・法人・団体の皆さま

年会費
1,000 円 以上

社協支部を通じて、個人の皆さま、
事業主等の皆さまにご協力いただいております。
※事務局でもお受けしております。

●会費の使いみちについて

平成29年度（2017年度）の一般会費・特別会費
（決算）
16，
656，
143円
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。ありがとうございました。

■社協支部活動のために
13,655,992 円

■広報啓発のために
1,894,461 円

地域福祉の推進役として、各地域に支
広報紙「ふくし習志野」
部を設置しています。
（年 4 回発行）の、4 月 1
全 16 支部
（谷津・津田沼・鷺沼・鷺沼台・ 日号及び臨時号の発行費用
藤崎・大久保・屋敷・実籾・東習志野・花咲・ として使わせていただきま
袖ケ浦・香澄・秋津・津田沼北部・本大
した。
「ふくし習志野」では、
久保・谷津西部）の地域福祉活動をきめ
社協の事業や、地域で行な
細やかに行なうための運営費として使わ
われているさまざまな活動
せていただきました。
を紹介しています。
☆16 支部（約 700 名）の支部関係者が、
地域の実情に合わせた様々な事業を展
開し、地域福祉を推進しています。

■その他の福祉のために
1,105,690 円

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に使
わ せ て い た だ き ま し た。ま た、
地域福祉を推進するために使わ
せていただきました。

●2019年度会費は、社協支部から町会等を通じて、ご協力のお願いにお伺いします。

社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

〒 275 ｰ 0025 習志野市秋津3 ｰ 4 ｰ 1 総合福祉センター内 電話047（452）4161 ㈹ FAX047（451）8211
H P http://www.nashakyo.jp/

E-mail info@nashakyo.jp
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