
★介護施設等の慰問（成田１か所・富里５か所・芝山１か所）
★各種ボランティア活動
★各地区ゴミ拾い（アダプトプログラム）
　毎月、月末に活動
　(今年度は残念ですが、新型コロナウイルス感染症の
ため活動を中止しています。)

　地域ぐるみ福祉月間事業の一環として、富里市福祉まつりを毎年１１月３日（祝）に開催しているところでございま
すが、今年度につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、来場者及び関係者の健康・安全面を
第一に考慮した結果、誠に勝手ながら開催を中止させていただくことといたしました。
　何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
　つきましては、紙面をお借りして前回模擬店で参加した団体の中から、掲載希望のあった団体をご紹介します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３３回富里市福祉まつり実行委員会

第３３回富里市福祉まつりの開催中止のお知らせ

紅グループ

富里市社会福祉協議会のボランティアセンターと連携し、ボランティアグ
ループと個人ボランティアが活動しやすい環境づくりにつとめています。
ボランティア相互の交流・個人ボランティアの交流会・ボラン
ティアグループ連絡会・研修交流を目的としたバス旅行
今後の課題・ボランティアの高齢化と減少・ボランティア活
動のマンネリ・ボランティア同士のコラボ

富里市ボランティア連絡協議会 富里市民生委員･児童委員協議会

富里市母子寡婦福祉会（すみれ会）

富里市手話サークル 『さとの会』

見学は自由ですので、ご参加お待ちしております。

富里ソレイユ

連絡先

連絡先

阿部　百合子　☎080-1097-5251 連絡先 鈴木　まどか　☎090-5586-3610

連絡先 大竹　俊子　☎090-5320-4253

連絡先 脇　義美　☎0476-93-6705

連絡先 國司　恵子　☎0476-92-2851

あ い う

え お か

事務局 富里市社会福祉課　☎0476-93-4192

【主な活動内容】 
★エコキャップ運動（約1000万個を回収） 
（福祉センター・北部コミュニティセンターなどに回収ＢＯＸ設置）         
★介護施設等の慰問《発足当初よりほぼ毎月活動》
★各種ボランティア活動への参加 

※今年度は新型コロナ感染症のため慰問活動は休止しています。

特別養護老人ホーム九十九荘　 80床
ショートステイ九十九荘　　　　10床
デイサービスセンター九十九荘　30名/日
居宅介護支援事業所九十九荘
富里市南部地域包括支援センター

【木 曜】
  AM10：00 ～ 12：00
  中部ふれあいセンター
【金 曜】
  PM 7：00 ～ 9：00
  中央公民館2階 

環境整備（植木の剪定、草刈
り、芝刈り…）、洗車、ポスティ
ング、ダンボールリサイクル、受
託作業（箱折り、ゴム製品加
工、わりばし袋入れ…）、施設
外就労、求職活動（ハローワーク、面接会の参加）…

【活動内容】手工芸品制作・園芸作業・受託作業・外注作業
★日吉・福祉センターにて利用者作品
も販売しています！
レクリエーション活動・スポーツ活動
・行事各種スポーツ大会参加など

　　…広げよう　地域に根差した　おもいやり…
　私たちは、高齢者、障がい者、子育て世帯、生活困窮者など
支援を必要としている人々が孤立することがないよう、訪問
や見守り、相談活動を行うほか、災害時の
安否確認も行い、安心して住み続けること
ができる地域づくりに取り組んでいます。

　母子寡婦福祉会は、母子家庭や寡婦のみなさんが、
福祉の増進を図ることを目的とし、自主的に集まって
できた団体です。
　ひとり親家族（母子・父子）及び
寡婦の方々が交流を深め、情報提
供しあい、憩いの場として、心のつ
ながりで親睦の輪を広げていま
す。入会は随時受け付けます。

十倉厚生園

九十九荘

社会福祉法人
清郷会

社会福祉法人　清郷会
特別養護老人ホーム

日吉厚生園
生活介護事業所

≪障害者支援施設≫

≪障害者支援施設≫

障害者支援施設

問い合わせ HP：清郷会で検索！　☎０４７６－９４－２１０１

問い合わせ
問い合わせ

富里市ボランティアセンター　☎０４７６-９２-８２２１

問い合わせ 社会福祉法人 清郷会 日吉厚生園　☎０４７６-９２-５１００

問い合わせ ☎０４７６-３６-５３２１

問い合わせ 嶋田　FAX ０４７６-55-1566

富里市立沢新田192-16　　代表番号　☎91-1231
居宅介護支援事業所九十九荘　　　　☎90-0505
富里市南部地域包括支援センター　　☎90-6331

◎共に笑い、共に羽ばたくことを基調
に、共に働き、共に汗を流す。

★「大人＝働く中での自己実現」を目指
し各種作業活動（飼育・椎茸・畑・園
芸・工芸・受注・創作）を主とした日
中活動の提供、余暇活動・スポーツ活動・各種外出・行事を行っています。

★地域在宅障害者（児）に対する短期入所・日中一時支援事業、療育相談等各
種サービスの体制と内容を充実し、地域に開かれた施設を目指しています。

「地域に貢献」を合言葉に頑張っています！！

◎地域福祉、社会福祉に貢献致します。

☆ボランティアさんも募集中！！

障害をお持ちの方の“働く”を、応援します！

会員募集中で～～～す。

『地域に根を張ろう！』を合言葉に・・・！ 目標：一人ひとりが快適に『働き、そして生活できる』施設を目指す

協和厚生園

就労移行
就労継続支援Ｂ型
就労定着

ワークわく・きよさと

社会福祉法人
清郷会

富里福葉苑

富里市聴覚障害者協会

社会福祉法人
福葉会

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｉｙｏｓａｔｏｋａｉ．ｏｒ．ｊｐ　☎０４７６-９３-１５３５

連絡先 ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．fｕｋｕｙｏ．oｒ．jｐ　☎０４７６-９３-８１３３

協和厚生園では、青空班、フレッシュ
班、歩み班、木活班、ジャンプ班、赤
とんぼ班の６つの班があります。平日
は主に青空班は「畑作業」、フレッ
シュ班は「リサイクル作業」。歩み班は
「工芸作業」。木活班は「木工作業」。ジャンプ班では「リハビリ活動」。赤
とんぼ班は「指先の機能訓練」など、利用者さん一人ひとりのニーズに添っ
た作業活動や日中活動が出来るように活動内容の充実を図り、利用者さん
が毎日、笑顔でイキイキとした生活が送れるように取り組んでいます。

　富里市に住んでいる聴覚障害者が交流しながらより
よい生活及び完全な情報保障を目指して日々頑張って
います。ボウリング大会、クリスマス会
など楽しい行事もあります。
一緒に楽しく活動しましょう！！

富里市更生保護女性会 富里市身体障害者福祉会
　女性として、母親としての立場から犯罪や非行少年を出
さない思いやり豊かな明るい地域社会、平和な生活を守
り作ろうとするボランティア団体です。主な
活動は、小中学校児童生徒登下校または日
常生活の安心、安全のため見守りいつでも
どこでもできる「ながら見守り」、子育て支
援では本の読み聞かせを行っております。

連絡先
富里市社会福祉課　☎０４７６-９３-４１９２
会長　　南　廣雄　☎０４７６-９３-３３０８

【行　事】・県障がい者スポーツ大会参加　・芸能の集い
（カラオケ、その他）　・アルミ缶のプルタブ回収発送
（車椅子交換）　・一泊研修旅行　・富里市福祉まつり  
  参加　・富里市障がい者フェスティバル参加
　　　　　　　　　　　　　以上の活動をしています。
障害者手帳お持ちの方の参加をお待ちしております。　
年会費１，５００円

　当苑は、知的障害をお持ちになる５０名の入所
者と１５名の通所者のほか、数名の短期入所者が
利用している障害者支援施設です。普段は、ク
リーニング作業などの日中活動のほか、クラブ活
動として自転車競技、陸上競技、ソフトボール、フ
ライングディスク、軽スポーツなどのクラブがあり、
スポーツを通じて健康･体力づくりにも力を注いでいます。ほかにも富里市の
アダプトプログラムとして施設周辺道路の清掃活動に取り組む社会貢献部や、
福祉まつり･障がい者フェスティバルでおなじみの合唱、演劇、学習のクラブに
よる文化活動も盛んです。毎年、地域開放行事として７月には、夏まつり１１月
には、文化祭を行っています。皆様のご来苑を心よりお待ちしております。

ボランティア活動に協力いただける方は
ボランティアセンターにご連絡ください。

・ボランティアの高齢化と減少・ボランティア活

ボランティアセンター　☎０４７６-９２-８２２１

あなたの相談相手です

嶋田　FAX ０４７６-55-1566 脇　義美　☎0476-93-6705

約65名の民生･児童委員と6名の主任児童委員が各地域で活動しています。

R2.10.15

119号
クリーンセンター

富里市福祉センター
農協

図書館

富里中学校

富里市役所

〔編集・発行〕

社会福祉法人

富里市社会福祉協議会

 〒286-0221
 富里市七栄653-2
 福祉センター内

ＴＥＬ  0476（92）2451
ＦＡＸ  0476（92）2495
 www.tomisatoshakyo.jp/



（2）社協のふくし　ささえ愛

利用できる方ごご
　対象となる学校に在学または入学する方で、世帯の収入がおおむ
ね市町村民税非課税程度の所得の少ない世帯で、他からの融資を受
けることが困難な方。

教育支援資金とは…学費の捻出が困難な低所得世帯の児童に対し、高等学校や大学等への入学に
必要な、または在学中に必要な費用を貸し付け、その就学や将来の就労を支援する制度です。

象となる学校対対
　学校教育法に規定されている高等学校、大学、専門職大学、短期大
学、専門職短期大学、専修学校（高等課程・専門課程）、高等専門学校

いみち使使
　○教育支援費（修学に必要な経費）
　・授業料・通学費・学用品購入費・施設設備費・修学旅行等積立金・

実験実習費
　・下宿にかかる費用・部活動費など
　○就学支度費（入学に際し必要な経費）
　・入学金・制服、運動着、教科書、靴、鞄、通学用自転車等の購

入費など
育支援資金の概要教教

申込みにあたってのご注意おお
①世帯の経済的自立や生活の安定を目的としていますので、申込・貸付・返済において担当の民生委員や社
会福祉協議会が世帯に関わり、援助指導を行います。
②他の融資制度が優先となりますので、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、母子寡婦福祉資金などが利用でき
るかをご確認ください。なお、それらの融資を利用しても不足が生じる場合はこの資金との併用も可能です。
③借入申込者（借受人）は修学者本人です。また、申込者世帯の生計中心者が連帯借受人（借受人とともに
債務を負担し同じ義務を負います。）として加わっていただきます。
④お申込みの受付は随時行っています。ただし、就学支度費については入学時までの取り扱いとなります。

申込みの時に必要となる書類おお
①生活福祉資金借入申込書（社会福祉協議会にあります。）
②収入を証明する書類（生計中心者の住民税課税証明書・源泉徴収票・確定申告書など）※連帯保証人の
分も必要です。
③住民票（世帯全員が記載されているもの）
④在学証明書（合格通知書・受験予定の場合は受験票）
⑤金額が確認できる書類（授業料納付通知書・入学手続案内など）

・月賦返済で金融機関の口座振替となります。
・教育支援費と就学支度費を貸付けた場合の返済額の目安は次のとおりです。

ご返済についてご

①借用書（署名・捺印したもの）
②印鑑証明書（借受人・連帯借受人・法定代理人・連帯保証人の分）※借受人が未成年の場合は不要

ご契約の時に必要となる書類ご

ご 相 談 ご 契 約お申し込み民生委員
との面談

申 込 書 等
必要書類準備

貸 付 金
交　付

高校３年間＝1,760,000円

短大２年間＝1,940,000円

大学４年間＝3,620,000円

10年
（120回払い）

14,660円（最終回15,460円）

16,160円（最終回16,960円）

30,160円（最終回30,960円）

返済期間 毎月の返済額貸付金額
据 置 期 間

返 済 期 間

貸 付 利 子

連帯借受人

連帯保証人

在学期間中と卒業後６ヶ月は返済を据置くことができます。

原則10年以内

無利子

１名必要

原則１名必要

教育支援費　　　　高校　　　　　　　　　　月35,000円以内
　　　　　　　　　短大・専修・高専　　　　月60,000円以内
　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　月65,000円以内

就学支度費　　　　共通　　　　　　　　　　 500,000円以内

※事情によっては20年以内です。

※返済期間を過ぎますと年3.0％の延滞利子が発生します。

※申込者世帯の生計中心者が連帯借受人となってください。

※連帯保証人がいない場合はご相談ください。

貸付限度額 高校３年間　月35,000円×36ヶ月＝1,260,000円
短大２年間　月60,000円×24ヶ月＝1,440,000円
大学４年間　月65,000円×48ヶ月＝3,120,000円

例

※教育支援資金は社会福祉協議会が行っている貸付制度の一資金です。
※その他、詳しくは富里市社会福祉協議会へ直接お問い合わせください。

民生委員または社会福祉協議会の
窓口でご相談ください。

借用書を提出していた
だきます。

指定の金融機関口座へ
お振込みいたします。

審　　査
千葉県社会福祉協議会
貸付審査等運営委員会

貸付決定
（　　　　　　　　　　）

審査の結果、貸付が決定したら貸付決定通知と借
用書をお送りします。

◎指定寄付金（敬称略）

◎寄付物品（敬称略）

　精神科医による相談です。ご家族の方だけでも利用
できます。

　富里中央公園イベント広場を会場として、例
年１２月に開催しております富里市社会福祉協
議会主催のグラウンド・ゴルフ大会ですが、今
年度についてはコロナウイルス感染拡大防止の
ため中止とさせていただきます。
　楽しみにしてくださっていた方々には大変申
し訳ございませんが、何卒ご容赦のほどよろし
くお願いいたします。

　みなさまから頂きましたご寄付は、社会福祉協議会の事業を推進するうえで大きな支え
となっております。お受けしたご寄付は、寄付される方の意向にそって地域福祉事業や経
済的な困難を抱えた方、被災した世帯への支援などに活用させていただきます。
　❀物品は未開封の紙おむつや未使用のタオルなどを受け付けております。
※物品に関しては活用が難しいものもありますので、まずはお問合せください。

　　　　　富里市社会福祉協議会　  ☎（９２）２４５１　

問合せ

問合せ 問合せ

こころの相談こころの相談

～あたたかい善意ありがとうございます～～あたたかい善意ありがとうございます～

富里市社会福祉協議会　☎（９０）００８１

千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
☎０４３（２２２）１２９４
ホームページ　http://www.chibakenshakyo.net/

日 　 時

場 所
そ の 他

令和２年１１月１３日（金）
令和３年　１月　８日（金）
午後２時～４時
富里市福祉センター　２階　会議室
予約が必要です。

年末チャリティゴルフin久能

参加者募集
年末チャリティゴルフin久能

参加者募集
日 　 程
場 所
定 員

参加資格

料 金
参 加 費
競技方法

申込方法

そ の 他

１２月１１日（金）
久能カントリー倶楽部
３６組予定（申込み締切日は１１月１３日（金）
まで。ただし、定員になり次第締め切らせてい
ただきます。）
①プロおよびゴルフ関係者は参加できません。
②暴力団およびその関係者については入場を
　お断りします。
１６，５００円（昼食付・税込）
　３，０００円（プレー後の料理代・賞品代含む）
１８ホールストロークプレー・新ペリア方式
前半の９ホールのスコアでの集計（ハーフ決戦）
ゴルフ場に直接お電話のうえ所定の申込書を
郵送またはＦＡＸしてください。申込みはお
一人様でも何組でも結構です。
※申込書は久能カントリー倶楽部・富里市社
会福祉協議会にあります。
・プレーフィの一部を年末チャリティ募金と
して富里市社会福祉協議会へ寄付いたします。
・プレー終了後、全体でのパーティーは行わず、
レストランにて組ごとにお料理をご用意します。

〒２８６－０２０３　富里市久能７２２
久能カントリー倶楽部
☎（９３）９０００　ＦＡＸ（９２）５０６３

問合せ

2020
年

心配ごとや悩みごとは
ありませんか？

富里市社会福祉協議会  ☎（９２）２４５１問合せ

　誰に相談すればよいかわからない生活上の不
安や家族の悩みなど、お気軽にご相談ください。
相談員が問題解決に向けて相談に応じます。費用
は無料で、秘密は厳守されます。
【心配ごと相談】
日　時　毎週火曜日　午前10時～午後２時30分
　　　（正午から午後１時を除く）
場　所　福祉センター会議室
その他　予約の必要はありません。
【人権・行政・心配ごと合同相談】
日　時　10月27日㈫・11月24日㈫・12月22日㈫
　　　・１月26日㈫・３月23日㈫
　　　　午前10時～午後２時30分（正午から午後１時を除く）
場　所　福祉センター会議室
その他　予約の必要はありません。

心配ごとや悩みごとは
ありませんか？

令和２年度「福祉のしごと就職
フェアinちば」ご案内

　求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者と
の個別面談や福祉職場に関する相談等を行い、福祉・
介護人材の確保と就労をサポートします。
日　　時　１２月１３日（日）午後１時～４時
会　　場　ホテルウェルコ成田 本館３階　空
　　　　（成田市花崎町８１８－１）
参加方法　直接会場へお越しください。参加費は無料
　　　　　 です。履歴書・スーツは必要ありません。

令和２年度「福祉のしごと就職
フェアinちば」ご案内

グラウンド・ゴルフ大会
中止のお知らせ

グラウンド・ゴルフ大会
中止のお知らせ

“学びたい”を応援します！　教育支援資金“学びたい”を応援します！　教育支援資金“学びたい”を応援します！　教育支援資金
問合せ 富里市社会福祉協議会　☎（92）2451

貸付まで
の流れ
貸付まで
の流れ
貸付まで
の流れ

受領年月日

６月11日

６月29日

８月17日

８月28日

９月30日

個人・団体名

富里ライオンズクラブ

匿名

鈴木商店（愛の箱）

㈱久能カントリー倶楽部

匿名

金額（円）

100,000

4,500

8,809

100,000

40,000

受領年月日

５月27日

６月22日

６月22日

８月11日

８月20日

９月11日

個人・団体名

匿名

匿名

匿名

古町　正幸

富里親心会

退職公務員連盟印旛支部

物品名

布団2組

車椅子

お菓子

タオル61本

フェイスシールド・
アルコールスプレー
ジャガイモ
（約300㎏）



（3）社協のふくし　ささえ愛

　市内の福祉団体・施設などへの助成、ゲートボール大会や
グラウンドゴルフ大会の開催、ひとりで暮らしている高齢者
へお弁当の給食サービス、福祉まつりの開催、広報紙の発
行、災害見舞金などに活用させていただいております。

　厚生労働大臣の告示により、今年も全国一斉に共
同募金運動が展開されています。
　お寄せいただいた赤い羽根募金は、一度全額を千
葉県共同募金会へ送金し、配分という形で県内の各
福祉施設や福祉団体の活動に活用されるほか、大き
な災害が発生した時の備えとして積み立てられてい
ます。また、富里市内の地域福祉活動にも活用させ
ていただいております。

赤い羽根共同募金運動

じぶんの町を良くするしくみじぶんの町を良くするしくみ

ご家庭で 職場で 学校で 街頭で その他いろいろな形で

募金（ぼきん）のながれ

千葉県共同募金会

千葉県共同募金会富里市支会千葉県共同募金会富里市支会

千葉県共同募金会

千葉県共同募金会富里市支会

食事・入浴サービスに

高齢者のために

社会参加に

障がい者のために

福祉教育・子どもの遊び場に

子どものために

福祉車両の購入などに

その他全般にわたって

千葉県共同募金会

福祉施設福祉施設 社会福祉協議会社会福祉協議会 福祉団体福祉団体

　「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環とし
て地域住民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福
祉施設等の協力のもと、新たに年を迎える時期に、支援を必要とする方た
ちが地域で安心して暮らすことができるように展開するもので、皆様方に
は歳末たすけあい募金のご協力をお願いしております。
　お寄せいただいた募金は、その年度（年末年始）に次のような活動に活用
させていただいております。なお、集まりました募金額により、計画の内容
に変更がある場合があります。

　民生委員が対象者宅を訪問し、安否確認・福祉サービスの情報提供とともに慰問金をお渡しする、歳末慰問事業を展開してまいりました。
　しかしながら、募金実績の減少や対象者数の増加を踏まえ、見直しを検討し関係各所と協議しました結果、歳末慰問事業は終了とさせていただき、
今後は歳末見舞事業へと転換を図ってまいります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　社会福祉活動へのより一層の理解と協力を図ることを目的に、歳末たすけ
あい事業の一環として配分助成いたします。

社会福祉法人富里市社会福祉協議会　☎０４７６（９２）２４５１

【対象事業及び期間】
　１団体につき１事業として、年末・年始（12月１日～１月15日）に行う地域の住
民やボランティアとの交流を目的とした独自の社会福祉事業で、本会が認める事業
とします。ただし、事業を複数の団体で行う場合は１事業とします。
【対象団体】市内の社会福祉を目的とするＮＰＯ法人・ボランティアグループ等
【配分助成額】総事業費の２分の１の額（上限３０，０００円）
【応募期間】令和２年11月12日（木）まで
【応募方法】本会事務局までお越しいただくか、ご連絡ください。募集要領及び書
　　　　　　　類をお渡しします。
【選考方法】幅広く配分助成する観点から、配分助成事業の必要性や効果を考慮し、
　　　　　　　本会会長が決定いたします。

調理ボランティアさんが作ったお弁当を預かり、
配食ボランティアさんが届けています

【給食サービス】

つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～

赤い羽根共同募金と『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』『piapro』
『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』がコラボしました！

歳末見舞事業
　準要保護世帯の方々のお
宅を担当地区の民生委員が
訪問し、見舞金をお渡しする
とともに、福祉サービスの情
報提供や生活状況の把握な
どをさせていただきます。

地域ふれあい事業
　市内の社会福祉施設、社会福祉を目的と
するＮＰＯ法人、地区社会福祉協議会が、年
末年始に実施する独自の地域福祉サービス
事業や地域住民・ボランティアとの交流会事
業に対し助成金として配分し、社会福祉活
動へのより一層の理解と協力を図ります。

富里市での使われ方

問合せ

実施期間
10月１日～12月31日

　富里市福祉センター窓口にて、一定額以上の募金にご協力いただいた方に赤い羽
根オリジナルコラボグッズをプレゼントしております。ご希望の方は、お気軽に富里
市福祉センター窓口までお越しください。（数量には限りがあります。）

みなさまのやさしさに支えられています。ご理解とご協力をお願いします。

令和2年度 『地域ふれあい事業』
配分助成の募集

歳末たすけあい運動
【実施期間】12月1日～12月31日

※新型コロナウイルスの影響により、本年度の事業内容が変更となる可能性があります

歳末慰問事業の終了について



（4）
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新規ボランティアグループ紹介/会員募集!!
「富里の明日を考える会」

「富里福祉センター環境美化隊」

　富里の明日について、多様な観点からテーマを設定・議論し、その結果を広く
市民に情報発信することを目的に結成しました。現在会員は１２名です。

　実りの秋・読書の秋・スポーツの秋と過ごしやすく安定した心地よい季節ですが、新しい生活様式を取り入れ
ながら、みなさんは、どんな秋を満喫されていますか？
　まだまだ収束が見えないコロナ禍の中、登録されているボランティアグループの活動も自粛傾向にあります
が、いろいろと工夫し活動されています。ボランティアの活動の一部をご紹介します。

問合せ 伊藤　０８０－１０６４－７４１０

問合せ 宮久保　０８０－１２３４－６５１８

ボランティアグループ「朗読サークル青空」の紹介ボランティアグループ「朗読サークル青空」の紹介
　富里市社会福祉協議会では、市の広報紙・議会報
をCDに収録してお届けするサービスを行っていま
す。そのサービスのご協力を頂いているのが、ボラ
ンティアグループ「朗読サークル青空」のみなさん
です。メンバーは８名で、現在会員を募集していま
す。“声のボランティア活動”に興味・関心のある方
はボランティアセンターまでお問い合わせください。
　収録は記事だけではなく、季節の挨拶や身近にあった出来事も織り交ぜ、緊
張感の中にも温かみのある雰囲気の中行っています。新型コロナウイルスの影
響により現在活動は中止しておりますが、12月号からの収録再開を目指し勉強
会を重ねています。
　視覚障がいのある方、最近文字が見づらくなった方などサービスをお考えの
方は気軽にお問合せください。

ボランティア連絡協議会
　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、例年行っていた「個人ボランティアの集い」「グ
ループ連絡会」、また「日帰り研修旅行」は中止とさせていただきました。ボランティアグ
ループや個人ボランティアの皆様には、広報紙ボラ連だより第９号
にてお知らせいたします。
　この時期、毎年“福祉まつりのバザー品”を皆様にご協力頂いて
おりますが、今年度は富里市福祉まつりが中止となりましたので、
改めて来年ご協力頂けましたら幸いでございます。

ボランティア連絡協議会　会長 石川政江

　毎年恒例の福祉まつりですが、今年は新型コロナウイルスの影響により
中止となってしまいました。ボランティアセンターでは毎年スタンプラリー
を開催してきました。３年前、福祉まつりに初参加した際、祝日にもかかわ
らず大勢のボランティアのみなさんが協力してくださる姿に驚いたことを思い出します。
　このコロナ禍、ボランティア活動に苦労されている方もいらっしゃることと思います。
今号の広報ささえ愛では、アイデアや工夫を凝らして活動されている方々の写真を掲載
しています。ぜひ参考になさってみてください。（Ｋ）

編　集　後　記★
★

★ ★ ★ ★★

ボランティアセンターからのお知らせ

問合せ ボランティアセンター

ボランティア募集!!

ボランティア相談＆ボランティア講座

【保育】

【給食サービス事業の調理または配食（お弁当のお届け）】

　お子さんが大好きな方、男性も大歓迎です。市内の小学校・
幼稚園などの家庭教育学級時、集団検診時、講演会時などの
保育です。時間は午前中の２時間ほどです。

　富里市社会福祉協議会では、市内在住で65才以上の独居の方を対象に、毎月1回お
昼のお弁当をお届けするサービスを行っています。
　利用者の安否確認を行うとともに食生活の安定をはかり、地域とのつながりを深め
て豊かな生活を送って頂くことを目的としています。この事業に
ご協力頂ける方を募集しています。
活　動　日：第２木曜日、第３木曜日のいずれか（8月を除く）
活動時間：調理（９：００～１１：３０）、配食（１１：３０～１２：３０頃）

　「何かをしたいけどなかなかきっかけが・・」「どんな活動があるの？」まずは身近な
ところから活動してみませんか？コーディネーターが一緒に考えます。お電話でのご相
談もOKです。　
※「ボランティア活動」のきっかけ作りとして、一年を通じて各講座を開催していま
す。今年度は後期に「介護予防講座」「災害ボランティア講座」を予定しています。
ボランティア活動を通じて新たなコミュニティができ、楽しく活動されている方が
たくさんいます。人との繋がりは、心身ともに元気になります。日時はHPにてお知
らせいたしますので、ぜひご参加ください。

　２年前に始まった福祉センター「障子貼りボランティア」
を機に有志が集まり結成しました。現在会員は１５名です。
　活動は障子貼りと除草作業で、年に数回を予定しています。

障子貼りの技術が学べます。

使用済み切手・ペットボトルキャップもリサイクル
　ボランティアグループ「チョキの会」が、切手
の整理と分別を行い、換金して福祉事業に寄付
しています。使用済み切手がありましたら、ボ
ランティアセンターにお届けください。

　キャップをリサイクルして、世界の子どもたちにワク
チンを届ける活動に参加してみませんか？
　ボランティアグループ「富里ソレイユ」が福祉センター
に集まったキャップを定期的に回収し、それを業者に回
収してもらい、ワクチンとして寄付しています。キャップ
が集まったら福祉センターにお持ちください。

問合せ ボランティアセンター

切手の周りを１㎝
くらい残して切り
取ってください。

使用済み切手

ペットボトルキャップ

富里ソレイユ

問合せ ボランティアセンター

3,2,1！の合図で
音訳スタート

給食サービス
少人数で調理しました。

富筋クラブ
マスク着用。体に負担が無い

メニューを考えて、ストレッチ指導。

富里スクエアダンスクラブ
お手製のバトンを使って距離を確保。

サルビア
施設での活動はできないので、四季折々のちぎり絵を

作成し施設内に飾って頂いています。

ラ・インバーナ
会話は最小限に。弦に集中。

日本総合護身術 春風館
大きな会場いっぱいに広がって介護予防体操。

ソーシャル
ディスタンスを
意識して

ソーシャルソーシャルソーシャル
ディスタンスをディスタンスをディスタンスをディスタンスを
意識して意識して

いろいろと
工夫して
活動再開！！活動再開！！活動再開！！

社協のふくし　ささえ愛


