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～誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して～

法人後見事業のご紹介

  こうした悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか？富里市社会福祉協議会が判断能力に
不安がある方の支援として「法人後見」を行います。

　「成年後見制度」という言葉を聞いたことはありますか？認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、日常生活で
の困りごとを自分だけでは解決できないときに、成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）と呼ばれる者が困りごと
の解決策を一緒に考え、その方の気持ちを尊重しながら生活や財産を守る、法律にもとづいた制度です。
　「法人後見」では、そういった成年後見人等を法人である富里市社会福祉協議会が受任することで、法人ならではの
安定感と社会福祉の専門的な知識を持った職員のサポートのもと、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすため
のお手伝いをしていきます。

　本人の健康状態等を考慮した上で、その方に合った福祉サービスの情報提供や利用契約を行い、
また入院や施設入所などの手続きも代行します。

　預金通帳や年金証書をはじめとした財産・重要書類を本人に代わって保管するとともに、年金や
保険金の受領や生活費の支払いなどを行い、本人の財産を適正に管理します。

　富里市社会福祉協議会では住民の方々からご寄付いただいた食品を、

フードバンクちばの協力を得ながら、困窮されている世帯等へ無償でご

提供させていただいております。現在は新型コロナウイルス感染症の影

響により、経済的に困窮している世帯が富里市内でも増加しているため、

提供できる食品に不足が生じております。ご協力をお願いいたします。

■ご寄付いただきたい食品
お米、パスタ、保存食品（缶詰、瓶詰等）、
フリーズドライ食品、インスタント食品、
レトルト食品、お菓子類など
※ 常温で保存可能で、賞味期限が２ヶ月 
　 以上あるもの
※ アルコール類は受付けておりません

　富里市内に居住し、認知症・知的障がい・精神障がい等により判断能力が不十分な方となります。
　ご本人・ご家族等からも相談を受付しております。

法人後見ってなに？

どのような支援が受けられますか？

どのような方が相談できますか？

～ご家庭に眠っている食品はありませんか？～ フードバンクへのご協力をお願いします

親に認知症の傾向が…。
離れて暮らしているから、訪問
販売などの悪質商法の被害に
遭わないか心配だわ…。

財産の管理に自信がなく
なってきた…。
安心して任せられる方が
いたら助かるのに…。

法人後見事業に関するご質問は、富里市社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください。

・財産管理

・身上監護

ひとり暮らしで、認知症など
の病気になったら不安だな…。
お金の出し入れどうしよう…。



社協のふくし　ささえ愛（2）

心配ごとや悩みごとはありませんか？心配ごとや悩みごとはありませんか？

～心配ごと相談所～～心配ごと相談所～

日常生活自立支援事業の“生活支援員”を募集しています日常生活自立支援事業の“生活支援員”を募集しています
～高齢の方や障がいのある方の日常生活の支援に
　　　　　　　　　あなたのご協力をお願いします～
～高齢の方や障がいのある方の日常生活の支援に
　　　　　　　　　あなたのご協力をお願いします～

会員募集！！～富里市シルバークラブ～会員募集！！～富里市シルバークラブ～

富里市社会福祉協議会 　☎（９２）２４５１申込み・問合せ

富里市社会福祉協議会　☎（９２）２４５１

問合せ

問合せ 問合せ

富里市社会福祉協議会
☎（９２）２４５１　

　シルバークラブは、地域を基盤とした高齢者の自主的な組織であり、さまざ
まな活動をとおして心身の健康増進を図っています。これまでの知識や経験を
活かしながら、ともに活躍の場を広げ、みんなで一緒に楽しみませんか。
　現在、富里市内では１７クラブ約６３０名のみなさんが元気に活動されてい
ます。興味・関心のある方は、地域のシルバークラブまたは
社会福祉協議会事務局までお気軽にご連絡ください。

　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、『心配ごと相談所』までお気軽にご相
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。

　富里市社会福祉協議会では、高齢の方や知的・精神に障がいのある方などで判断能
力が十分でない方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する『日常
生活自立支援事業』の生活支援員を募集しています。
　生活支援員は、利用者のお宅などを定期的に訪問し、住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう支援する活動です。
　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くための支援活動を始め
てみませんか？

心配ごと相談
○文化活動
演芸会の観覧、囲碁将棋大会、カラオケ大会、
各種講習会など
○スポーツ活動
ゲートボール、グラウンドゴルフ、介護予防体操の教室、運動会など
○奉仕活動
身近な道路や公園の清掃、子どもとの交流や見守り、行事ボランティアなど

○どんな相談でもいいの？
　例えば…家族や生計に関すること・借金問題・相続
問題・財産問題・苦情など

　どんな相談でもかまいません。ただし、相談内容に
よっては専門機関を紹介する場合があります。

○たとえば…
　・不眠の症状が続いていて、うまく寝つけない。

　・何をしていても不安や憂鬱が消えない。
　・自分への悪口が常に聞こえているような幻聴がある。
　上記の相談は一例です。気になることがありましたら、
こころの相談までお問合せください。

○心配ごと相談と、人権・行政・心配ごと合同相談は
どう違うの？
　心配ごと相談は、民生児童委員の方々が男女ペアと
なり相談に応じます。
　人権・行政・心配ごと合同相談は、心配ごと相談員
の他に人権擁護委員・行政相談委員が加わり、より
専門的な人権・行政問題に対応します。

日　時

場 所
その他

毎週火曜日（祝日・年末年始・第４火曜日を除く）
午前１０時～午後２時３０分
（正午から午後１時を除く）
富里市福祉センター２階小会議室
予約の必要はありませんので、直接会場まで
お越しください。

人権・行政・心配ごと合同相談
日　時

場 所
その他

毎月第４火曜日（祝日を除く）
午前１０時～午後２時３０分
（正午から午後１時を除く）
富里市福祉センター２階小会議室
予約の必要はありませんので、直接会場まで
お越しください。

・福祉サービスの利用に関する相談
・利用料の支払い手続きや生活費の払戻し等の金融機関の窓口での手続
　き等
　※支援の内容は、利用者と社会福祉協議会の契約により設定しています。

※愛の箱…お店に設置させていただいている募金箱です。

◎寄付物品（敬称略）

◎指定寄付金　　　　　　　　　　　　 （敬称略）

受領年月日

１０月　８日

１０月１４日

１０月２６日

１０月２７日

１１月１０日

１２月　１日

１２月　３日

１２月１１日

１２月１８日

　１月１４日

個人・団体名

（有）つばきクリーニング（愛の箱）

コミセン祭り実行委員会

富里北部コミュ二ティセンター（愛の箱）

江原和江

匿名

富里市シルバークラブ連合会女性委員会

匿名

㈱久能カントリー倶楽部

銚子商工信用組合　信友会

うたごえサークル旭ヶ丘

金額（円）

7,550

19,400

3,603

10,000

3,000

10,000

10,000

100,000

30,000

9,010

受領年月日

１１月１２日

１２月　１日

１２月１４日

１２月２８日

　２月　２日

個人・団体名

匿名

退職公務員連盟印旛支部

宇津木　勇

匿名

橋本　恵次

物　品　名

菓子

タオル・バスタオル

大根

菓子

車いす・介護食他

こころの相談こころの相談

富里市社会福祉協議会　☎（９０）００８１

　精神科医による専門相談です。本人はもちろん、ご家族の方だけでも利用できます。

日 程

時　間
場 所
その他

令和３年５月14日（金）・７月９日（金）・９月10日（金）・11月12日（金）
令和４年１月14日（金）・３月11日（金）
午後２時～４時
富里市福祉センター　２階小会議室
予約制となっておりますので、事前に電話でご予約をお願いします。

たとえば…

R3

R3

支援内容

・富里市社会福祉協議会の非常勤職員
　として雇用

雇 用

・活動時間は、1回につき概ね1時間程度
・活動日は、目安として月1回や週1回の同じ曜日の同じ時間帯
・活動場所は、利用者の自宅及び金融機関等
　※できるだけ同じ利用者を継続して担当いただきます。

活動概要

・高齢の方や障がいのある方への福祉活動に関心のある方（資格や経験
　は問いません）
・富里市に在住し、年齢が概ね７５歳までの方
　※生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が実施する生活
　　支援員養成研修を受講していただきます。

応募要件

ゆううつ



（3）社協のふくし　ささえ愛

区・自治会 （敬称略・順不同） 施設・学校・団体
（敬称略・順不同）

　昨年１０月から行いました共同募金運動では、コロナ禍の大変な状況の中、市民のみなさまや各区・自治会、法人・事業所、学校、協力店など多
くの方々のご支援により大きな実績をあげることができました。みなさまのあたたかい気持ちに感謝いたします。誠にありがとうございました。
　お寄せいただいた赤い羽根共同募金は、一度千葉県共同募金会へ送り、配分という形により７割が地域に還元され、市内の地域福祉推進のための
事業に活用されるほか、残りの３割は県内の社会福祉施設や福祉団体の活動、災害時の準備金として活用させていただきます。歳末たすけあい募金
は全額が地域に還元され、お見舞金・助成金として活用させていただきました。
　これからも「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現を目指し、さまざまな事業を展開してまいります。なお、赤い羽根共同募金は３月３１
日まで受け付けていますので、今後とも、みなさまのあたたかいご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

日吉倉
木戸前
日吉台１丁目
日吉台２丁目
日吉台３丁目
日吉台４丁目
日吉台５丁目北
日吉台５丁目南
久能
栄ニュータウン
東ケ丘
七栄第三
七栄第六
人形台西
七栄人形台
東内野
七栄中央
東七栄

日吉倉新田
七栄第一
七栄第二
七栄第四
七栄第五
小松台
桜台
大和
緑ケ丘
大和台
大和ニュータウン
根木名
根木名ニュータウン
富里台
成城台
ファミリ－タウン富里
南七栄
南平台

新橋
中沢
新中沢
南山
松原
立沢
花輪台
立沢台
東立沢
太木
大堀
旧平
高野
武州
太陽の丘
十倉台
宮内
旭
葉山

葉山台第１
葉山台第２
三区
二重堀
高松
高松入
四区
実の口
金堀
吉川
立沢ニュータウン
二区
ハニワ台ニュータウン
大山台
すみれ団地
第６サニータウン
ひまわり自治会
Ground　５
七栄２０４
スマイルタウン
Leaf Village Ⅲ自治会

富里第一小学校

富里南小学校

浩養小学校

日吉台小学校

根木名小学校

七栄小学校

富里北中学校

富里南中学校

富里高等学校

富里幼稚園

浩養幼稚園

富里高等学校ＪＲＣ部

青空保育園

九十九荘

協和厚生園

十倉厚生園

日吉厚生園

ほっとライフ・きよさと

ワークわく・きよさと

富里福葉苑

富里郵便局

日吉台小学校区青少年相談員連絡協議会

七栄小学校区青少年相談員連絡協議会

富里市教育委員会

富里市更生保護女性会

富里市ことばを育てる会

富里市職親会

富里市手をつなぐ親の会

富里市シルバークラブ連合会

富里市シルバー人材センター

富里市身体障害者福祉会

富里市農業協同組合

富里市商工会

富里市保護司会

富里市母子寡婦福祉会

富里市民生委員児童委員協議会

富里市役所職員

（職員組合・部課長会・消防親和会を含む）

富里市社会福祉協議会役員・職員

富里市役所昭和６０年度同期会

立沢台買物支援バス利用者一同

ナイキジャパンカスタマーサービスセンター
(有)つばきクリーニング
成田富里徳洲会病院
JA富里市産直センター1号店・2号店
富里市中部地域包括支援センター
富里市南部地域包括支援センター
富里市北部地域包括支援センター
九十九荘
ナリタヤ富里店
富里北部コミュニティセンター
富里市福祉センター

石川　静夫

飛ヶ谷　照歳

森　照森

秋葉自動車整備工場

市川ゴム工業（株）

川村歯科医院

観照院

関東タイヤ ㈱

広東亭

木川電気工事 ㈱

協伸工業 ㈱ 

黒須医院

コスモファニー ㈱ 

笹山眼科医院

三和 ㈲

聖徳寺

昌福寺

太産工業 ㈱ 千葉製作所

千歳工業 ㈲

千葉信用金庫 富里支店

中央商事 ㈱

潮音寺

東京施設工業 ㈱

富里ガーデン歯科医院

トヨタモビリティパーツ㈱千葉支社成田店

成田機材 ㈱ 

パナソニック電材ソリューションズ㈱

房総建機 ㈱

ミライフ㈱

弓立産婦人科医院

(医) 郷愛会  湯山整形外科

日吉台レディースクリニック

(医) 徳洲会 成田富里徳洲会病院

(医) 樹々会 日吉台病院

(医) 知己会　龍岡クリニック

(医) 明生会 東葉クリニック エアポート泌尿器科

㈱ 新井商店

㈱ 一福土木

㈱ 稲垣

㈱ カワイコーポレーション

㈱ 久能カントリー倶楽部

㈱ ケー・イー食品開発

㈱ 小泉東関東　成田営業所

㈱ 榊原

㈱ 三浩商事

㈱ ジョイフル本田富里店

㈱ ダイケン　成田工場

㈱ 中央設備

㈱ 中島商店

㈱ 成田デンタル 成田本社

㈱ ライオンズホーム

㈲ アキバ電器

㈲ 石井自動車工業

㈲ 石澤モータース

㈲ 伊勢豊商会

㈲ 海宝モータース

㈲ 佐々木農場

㈲ 須永石油

㈲ 東洋スチール

㈲ 一企画

㈲ 葉山モータース

㈲ ふらわぁあいらんど

㈲ 丸正ハウジング

㈲ 丸充石油

㈲ ヨコマチ

㈲ 両国自動車

区 　 　 分
戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
その他募金
合 　 　 計

令和２年度
2,715,274

0
341,000
154,213
487,530
96,513

3,794,530

●歳末見舞事業：市内の準要保護児童生徒へ
お見舞金をお渡しするとともに、福祉サー
ビスの情報提供を行いました。
●地域ふれあい事業：市内の社会福祉施設・地
区社会福祉協議会・ボランティアグループが
年末年始に実施する地域住民やボランティア
との交流会を目的とした独自の事業に対し、
助成金として配分させていただきました。

おもな使われ方
　●ひとり暮らし高齢者への給食サービス
　●車椅子の貸出
　●福祉団体・施設などへの助成　
　●高齢者ゲートボール大会の開催
　●グラウンドゴルフ大会の開催
　●福祉まつりの開催
　●本紙『ささえ愛』の発行（年３回）
　●災害見舞金の支給　●応急援護

おもな使われ方（予定）
募金実績 （円）

区 　 　 分
戸 別 募 金
法 人 募 金
職 域 募 金
その他募金
合 　 　 計

令和２年度
744,990
339,000
376,523
10,930

1,471,443

募金実績 （円）

共同募金にご協力いただきました、各区・自治会、学校、企業等のご紹介をさせていただきます.

「協和厚生園」では、助成によってさつまいも畑の農業用マルチシートを購入し、
入所者の日中活動を充実することができました。

「こども食堂とみさと」では、ボランティアの方々が調理したお弁当とケーキが
子どもたちに配られました。みなさまのご支援ありがとうございました。

（敬称略・順不同）

企 業 等

（敬称略・順不同）募金箱設置協力店

赤い羽根募金 歳末たすけあい募金

Bloom Garden自治会
富里ヴィレッジ８期自治会
リーブルガーデンⅡ自治会
南高台
Ｓeason Ｖillage
東内野ニュータウン自治会
七栄山ゆり自治会
赤坂
宮前南
根木名さつき団地
根木名グリーンヒルズ
中沢みどり台自治会
中沢３１４自治会
十倉十光台
旧平中央
十倉３７４通
新宮内
みどり台
金堀団地自治会
バルールド富里自治会

おもいやり みんなのチカラ あつまっておもいやり みんなのチカラ あつまっておもいやり みんなのチカラ あつまっておもいやり みんなのチカラ あつまって
令和2年度の共同募金は 5,265,973円集まりました令和2年度の共同募金は 5,265,973円集まりました

※令和３年２月２２日までにご協力いただいた方々のお名前を記載しています。

募金箱の設置にご協力していただけ
る企業や団体、施設などの皆さまは、
お気軽にお問い合わせください。



（4）

　月に一度、市内のひとり暮らしの高齢者にお
弁当をお届けしている給食サービス事業。給食
の調理や配食には４６名の個人ボランティアが
活躍しています。また、給食に添
えられる絵手紙などの作品には、
各ボランティアグループのみなさ
んや、根木名小学校児童たちの
思いが込められています。

　「介護予防講座～高齢者のための筋力トレーニング～」は、緊
急事態宣言が延長となった関係で中止とさせていただきました。
　新年度の各講座の開催については、社
会福祉協議会のホームページや広報紙
にて随時お知らせいたしますので、ぜひ
ご参加ください。

講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ講座中止のお知らせ
＜総会のお知らせ＞
　令和３年度ボランティア連絡協議会総会はコロナ感染拡大防止のため、書面にて行
う運びとなりました。後日、ボランティアグループ、個人ボランティアさんへ総会資料を
送付いたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
＜今一度一人ひとりの感染対策を徹底しましょう＞
　徐々にコロナ感染者が減少してきたとは言え、私たちは、もうしばらく3密を避け、マ
スク着用、手洗い、手指の消毒の徹底など、まず自分自身を守らなくてはなりません。ワ
クチン接種が滞りなく実施され、安全な日常生活が一日も早く来るよう願っています。

富里市ボランティア連絡協議会会長　石川政江

ボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナー

ボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動をボランティア活動を
応援します応援します応援します応援します応援します応援します応援します

ボランティア活動を
応援します

コロナ禍でもあなたにできることがきっとあるはず

コロナに
負けない!!

大勢のボランティアのチカラでお届け！
～給食サービス～

『優しい味を作ります』調理ボランティアのみなさん

『花文字竹から』の花文字『作りたてをお届けしています』配食ボランティアのみなさん

　現在、富里市ボランティアセンターには、ボランティアグループ 58団体、個
人ボランティア約100名の方が登録し、芸能・環境・高齢者・障がい・子育
て支援分野で活躍中です。
　「ボランティアをしたいけど何をしたらいいかわからない」など、あなたの声
をお寄せください。コーディネーターと一緒に始められることを探してみませ
んか。

【個人ボランティア】
　広報とみさとの音訳CDの配達、給食サービスの調理と配達、市内福祉施設で
の納涼祭などのお手伝い、保育（市内幼稚園・小学校など）、家事支援など。
【ボランティアグループ】
　興味のある活動がありましたら、グループをご紹介させて頂きます。

　令和３年度は「ボランティア入門講座」「介護予防講座」「防災入門講座」「手話
講座」を、また、小学生・中学生向けに夏休みにボランティア体験も予定してい
ます。

　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや他人にケガをさせてし
まった場合など法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。補償期間は
1年間（4月1日～3月31日の年度単位）となりますので、現在加入している
方も継続して活動される場合は、再度加入する手続きが必要となりますので
ご注意ください。
【基本プラン】年間３５０円　【天災・地震補償プラン】年間５００円

例えばどんな活動があるの？

ボランティア活動のきっかけづくりとして各種講座を開催します

ボランティア活動保険の加入を随時受付しています 調理または配食（お弁当のお届け）にご協力頂ける方を募集しています

お米の寄付のお願い

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）

給食サービスで使用するお米の寄付にご協力をお願いします。あなた
も寄付という形でボランティア活動をしてみませんか？

『花文字竹から』の花文字

『絵手紙サークルつくしんぼ』
の絵手紙

根木名小のお手紙

【保育】　お子さんが大好きな方、男性の方も大歓迎です。
　市内幼稚園・小学校などでのお母さんたちの「勉強会」、集団
検診時、講演会時の活動です。活動先は福祉センターなど公共
施設、市内幼稚園内です。活動時間は概ね1時間～2時間です。
【お花のお世話】　お花が好きな方、花壇の水やり・見守りの
活動に協力頂ける方。月に１回でもOKです。

【自宅でできる活動】使用済み切手、ペットボトルの
キャップのリサイクル　※福祉センターまでお持ちください。
【ぷれジョブサポーター】　ジョブサポーターとなって、障が
いのあるお子さんと一緒に地域でお仕事をする活動です。障
がいの有無に関わらず、学校卒業後も自分の生まれた地域で
いきいきと暮らしていけるまちづくりをめざし、週に1回放課
後の１時間、サポーターと職場体
験を行っています。活動先はコン
ビニや社会福祉施設、保育園な
どです。現在、コロナ禍で活動は
中止となっていますが、収束次第
活動を再開予定です。

ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!ボランティア募集!!
お子さんが大好きな方、男性の方も大歓迎です。【ままふりぃ】 ～ペットボトルキャップと地域交流の場づくり～

　現在メンバーは１３人。「ペットボトルキャップを回収し世界の
子どもたちにワクチンを送る」当初の活動から１２年経った現
在は、他に買い物支援の一環として日吉台地域の２箇所で野菜
などの販売も行っています。そこは地域の方々の交流の場とな
っています。コロナの渦中、何かと制限される時ではあります
が、以前と変わらぬ活動ができていることにメンバー一同喜びを感じています。今後、
さらなる地域のみなさんのお力になれる団体にしていきます。

【明るい社会づくり運動富里明社】  ～四季折々の風景が楽しめます～　
　いつも中庭を気にかけてくれる
ボランティアグループ「明るい社
会づくり運動富里明社」さん。福
祉センター唯一のオアシスです。
　福祉センターへお越しの際は、
覗いてみてください。

ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介ボランティアグループ紹介

福祉センターの中庭

お米の袋にシールを貼っています

　私事ですが、ある日、姉から「”おうち時間”が増えたので、昔からあこがれていたピアノを
習うことにした。」と電話がありました。あれから半年以上、まだまだ続いています。

　楽しくてしかたないとのこと。何かしら始めたいと模索中の私からすると、姉が充実しているようでうらやましく思いました。コロナ禍で新しい生活様式とな
り、1年がたちました。みなさんは、”おうち時間”が増え、あらためて何かをはじめた事はありますか？  身近で無理なく楽しめる事、何か見つけたいですね。

編 集 後 記

（N）


