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『もったいない』から
『ありがとう』へ

とみさとフードバンク

様々な理由により満足に食料品や日用品も手に入
れられない方が増加している一方で、賞味・消費期
限が残っているにも関わらず捨てられてしまう食品
が、全国で年間646万トンあると言われています。こ
の食品ロスを減らすとともに、まだ食べられる食品
を困っている方へ無償で提供するしくみが「フード
バンク」です。フードバンクちばと連携し、生活に困
り緊急的に食べ物を必要とする世帯などに、市民や
団体、企業のみなさまから寄付でいただいたものを
活用して食料支援をしています。
食べ物に困っている方は、富里市社会福祉協議会
または富里市役所生活支援課にご相談ください。
ご寄付のお願い
■穀類（麺類・小麦粉等）■保存食品（缶詰・瓶詰
等）■乾物（のり・豆など）■調味料、食用油 ■レト
ルト食品・インスタント食品 ■飲料（ジュース・コー
ヒー・お茶等）■菓子類 ■ギフトパック（お歳暮・
お中元等）など
注意いただきたい点…賞味期限が明記され、２か月
以上あるもの･常温で保存が可能なもの･未開封で
あるもの･破損で中身が出ていないもの･お米は前年度産まで（玄米可）
富里市福祉センターおよび富里市役所生活支援課に設置している回収箱で受付しています
協 力 団 体 ・ 企 業 富里市農業協同組合／富里市商工会／明治安田生命 成田支社・成田花崎営業所
お問い合わせ・連絡先 富里市社会福祉協議会 ☎（９２）２４５１
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社会福祉法人
富里市社会福祉協議会

会長

宮川 朱実

このたび、令和３年６月 24 日の理事会において、中野善敦前会長の後任として富里市社会福祉協議会の会長に選任されました。
富里市民生委員児童委員協議会の会長職と兼務させて頂きながら、微力ではございますが、地域福祉活動の経験を生かし、富里
市社会福祉協議会の円滑な運営と地域福祉の充実に向け、職員一同と明るく笑顔で努めていければと思います。
近年、少子高齢化の進行により社会的な孤立の問題や、生活困窮世帯への対応等、多種多様化する福祉ニーズはますます増大し
ております。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い各種イベントが次々と中止が余儀なくされ、生活様式が大きく変化しコ
ロナと共存する社会を考えていかなければなりません。誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、市民・福祉
関係団体・行政・社会福祉協議会が助け合い、支え合いの取り組みを互いに協力して進めていきます。
富里市社会福祉協議会は多くの会員の皆様に支えて頂いています。これまで以上にみなさまのご支援とご協力を切にお願い申
し上げまして、会長就任の挨拶といたします。

第３４回富里市福祉まつりの開催中止のお知らせ
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、昨年度に引き続き、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。
第34回富里市福祉まつり実行委員会

（2）社協のふくし

ささえ愛

みんなでキラキラ焼き芋プレゼント
富里南地区社会福祉協議会では、高齢者や子育て中のみなさまを対象に季節を感じていただけるよう
焼き芋のプレゼントを計画しました。
日 時
場 所
対象者
費 用
申 込

令和３年１０月１９日（火） 午前１０時から無くなり次第終了
富里市福祉センター
市内在住の子育て及び高齢者世帯
無料
不要

問合せ・連絡先

富里南地区社会福祉協議会

担当 加藤

そ の 他 ・ドライブスルー方式 で実施します。スタッフが車輌の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
誘導をしますので、ご協力をお願いします。
・小雨決行

協
協

雅子

力 富里市身体障害者福祉会・浩養地区社会福祉協議会
賛 株式会社 津田商店

ＴＥＬ ０９０-６１５２-２６８１

心配ごと相談

こころの相談

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』までご相談ください。費用は無料で、秘密は厳守
されます。

心配ごと相談
日

時

精神科医による専門相談です。不安や心配があり、気分が落ち込
んだ状態が続く、よく眠れない…など「こころの健康」についてお悩
みのある方、またそのご家族の方だけでも利用できます。
一人で抱え
込まずに困ったときはまずご相談ください。

毎週火曜日（祝日・年末年始・第４火曜日を除く）
日 時
午前１０時〜午後２時３０分（正午から午後１時を除く）
場 所 富里市福祉センター ２階 会議室
そ の 他 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。
場 所
人権・行政・心配ごと合同相談
その他
日 時 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）
問合せ
場 所 富里市福祉センター ２階 会議室
そ の 他 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。

問合せ

2021
年

日
場
定

富里市社会福祉協議会

☎（９２）２４５１

時 １２月１０日（金）
所 久能カントリー倶楽部
員 ３６組予定（申込み締切日は１１月１２日（金）です。
ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。）
参加資格 ①プロおよびゴルフ場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。
料
金 １６，５００円（昼食付・税込）
参 加 費 ３，０００円
競技方法 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）
申込方法 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ＦＡ
Ｘ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。
そ の 他 ・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、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

◎指定寄付金（敬称略）
受領年月日
８月10日 匿

個人・団体名
名

８月16日 鈴木商店（愛の箱）

◎物品寄付（敬称略）
物品名
金額
（円） 受領年月日 個人・団体名
５月14日 石橋 耕二 座布団・座布団カバー
１１，７２２ ５月26日 匿
名
菓子
５，９４８

６月 2日 匿

名

６月15日 匿
名
退職公務員
８月27日 株式会社
１００，０００ ７月12日
久能カントリー倶楽部
連盟印旛支部

相談支援事業所ゆらり

☎（９０）００８１

全日本ろうあ連盟創立７０周年記念

年末チャリティゴルフin久能
参加者募集

問合せ

令和３年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 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。

果物
野菜・菓子
タ オル

え

映画
「咲む」
上映会
一般財団法人全日本ろうあ連盟の創立７０周年に伴い、富里中央
え

公民館にて記念映画「咲む」の上映会を開催します。
日

時

場
所
前売り券

申込み
・問合せ

１２月５日（日）
①午前の部 午前10時30分〜午後0時30分（開場午前10時）
②午後の部 午後２時〜４時（開場午後１時30分）
富里中央公民館 講堂
大 人（高校生以上）１，２００円
子ども（小中学生） ５００円
※小学生未満は無料

富里市聴覚障害者協会
國司（ＴＥＬ）０８０−６６２０−４７４４
林田（ＦＡＸ）９１−６６５８

令和３年度富里市地域福祉セミナー

―アフターコロナにおける地域福祉の意義と役割―
少子高齢化や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による
「新しい生活様式」など、地域のつながりが薄れていく中、地域
福祉実践の第一人者である大橋謙策先生をお招きし、これからの
地域福祉の意義と役割を考えるためのセミナーを開催します。
日
時
会
場
定
員
参 加 費
そ の 他

問合せ

２月５日（土） 午後１時３０分〜３時３０分
富里中央公民館 講堂
２００名（事前に申込が必要です）
無料
申込の詳細等については、今後富里市社会福祉協議会
のホームページなどでお知らせします。

富里市社会福祉協議会

☎（９２）２４５１

社協のふくし

ささえ愛（3）

じぶんの町を良くするしくみ
「赤い羽根共同募金」にご協力をお願いします
実施期間
１０月１日〜１２月３１日

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、募金の７割が集めた市町村に配分金として還元
され、地域福祉の推進を図ることを目的に、わたし
たちのまちや暮らしを少しでもよくしようと活動
している人たちを応援するために使われます。

富里市での使われ方
市内の福祉団体・施設などへの助成、一人で暮らして
いる高齢者へお弁当の給食サービス、車いすの貸出、
広報紙の発行、災害見舞金、フードバンク事業などに
活用させていただいております。

調理ボランティアさんが作ったお弁当を一人で暮らしている
高齢者へ配食ボランティアさんが届けています
【給食サービス】

募金（ぼきん）のながれ

〜赤い羽根共同募金は災害支援にも活用されています〜
富里市内でも…

令和元年台風１５号等で大きな

被害に遭われた方の、災害ボランティア活動支援にも
ご家庭で

職場で

学校で

街頭で

その他いろいろな形で

活用させていただきました。

千葉県共同募金会富里市支会

千葉県共同募金会
福祉施設
高齢者のために

社会福祉協議会
障がい者のために

子どものために

福祉団体
その他全般にわたって

【敷地の倒木撤去作業】
食事・入浴サービスに

社会参加に

福祉教育・子どもの遊び場に

【屋根の補修・ブルーシート養生】

富里市内で実際に行われた活動

福祉車両の購入などに

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。

歳末たすけあい運動

令和3年度『地域ふれあい事業』

配分助成の募集

【実施期間】12月1日〜12月31日

「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。

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。

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

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。
【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３１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】

社会福祉施設・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３年１１月１１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。
問合せ

富里市社会福祉協議会 ☎（９２）
２４５１

（4）社協のふくし

ささえ愛

安心・安全な
まちづくりへの取り組み

〜災害ボランティアセンターの立ち上げに備えて〜

近年、富里市内でも自然災害による家屋等の被害が多発しています。その当時の経験や反省を生かし、自
然災害発生時には速やかに災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災住民の方々の支援にあたることがで
きるよう、現在様々な整備を進めております。
その一例として、災害発生時における円滑な運営や連携の強化を目的に、富里市と「富里市災害ボランティ
アセンターの設置及び運営に関する協定」を締結するとともに、災害ボランティアセンター設置・運営マニュ
アルの整備などを行いました。
現在も、発電機やリヤカーなどをはじめとする災害用備品の整備や、市内の各関係団体との協力関係の構
築を進めているところです。今後も地域住民のみなさまが安心して暮らせるまちづくりに向けて取り組んで
まいります。

音訳ボランティア講座

参加者募集！

あなたの声で伝えてみませんか？
音訳とは何らかの障がいによって「視覚」からの情報を得る事が困
難な方々に文字を「音声」に換えて、わかりやく情報を伝える活動で
す。富里市社会福祉協議会では、 広報とみさと を録音して「声の
広報」をお届けしています。音訳について学んでみませんか？
日 程：11 月 12 日（金）、11 月 19 日（金）、12 月 3 日（金）、12 月 10 日（金）
時 間：午前１０時〜正午
対 象：市内在住または在勤の方（先着 15 名）
会 場：富里市福祉センター ２F 大会議室
参加費：無料
締め切り：11 月 10 日（水）

ボランティアセンターからのお知らせ
〜給食サービス事業〜

＜お弁当のお届けボランティア（臨時）募集！！＞
現在、30 名近くのボランティアさんに協力頂いております。
臨時にお手伝い頂ける方を募集中です。
・第２木曜日または第３木曜日
・時間：午前１１時３０分〜午後０時３０分
・お弁当の受け渡しは、福祉センター調理室
・配食件数は 2 件〜 3 件です。
＜今年の夏は、安否確認強化！！＞
例年８月は、お弁当のお届けはお休みとさせて頂いておりますが、今
年初めて、コロナ感染防止や熱中症予
防の啓発を兼ねた お元気ですか？
友愛訪問 を配食ボランティアさん
の協力のもと実施しました。
「元気ですよ」「出来るだけ出かけな
いようにしています」などの声がありま マスクと飲料水、手作りゴミ箱を
お届けしました。
した。

災害発生時に備え、災害用備品は
今後もさらに充実させていきます。

夏のボランティア体験
夏のボランティア体験（２年ぶりに開催！！）
★ボランティアセンター主催のプログラム
コロナ禍の中、今年はボランティアグループさんの協力を頂き、無
事に実施することが出来ました。２名の参加がありました。

子ども食堂・とみさと

の活動

〜参加者に聞いてみました〜
●今回の体験で気づいたことはなんですか？
「人のために活動することが楽しい」、
「ボランティアのみなさんが和気あい
あい楽しくお弁当を作っていた」などの声がありました。

★とみさと市民活動サポートセンター主催
「夏休み！小学生ボランティア体験」のプログラム
今年度もボランティアセンターでは、受け入れ団体として参加しま
した。今回の「給食サービスの調理体験」と「一緒にお渡しするお手紙
作成」プログラムには７人の参加があり、みんな一所懸命に取り組ん
でいました。

＜お手紙作成と訪問＞
感染対策をしながら直接、お渡ししました。
利用者さんから笑顔がありました。

〜ボランティア連絡協議会コーナー〜
ワクチン接種の加速化により、感染者は減少傾向にはありますが、
今年も「個人ボランティアのつどい」
「グループ連絡会」
「日帰り旅行」は
中止とさせて頂きました。
尚、グループへの「助成金について」は後日、
お知らせいたします。まだまだ気を緩めることなく感染対策を行って
いきましょう。
ご不明な点がございましたら、ボランティアセンターま
でご連絡をお願いいたします。
ボランティア連絡協議会 会長 石川政江

編 集 後 記

＜調理体験＞
まずは、
切り方。
真剣です。

＜小学生の感想＞
「今日習ったことを
活かして家でもつく
りたいです」
「おばあ
ちゃんが嬉しそうに
笑ってくれて嬉しか
ったです」の声があ
りました。

〜ボランティアセンター〜

コロナ感染拡大による自粛生活も 2 年が経ってしまいました。当センターに登録されているボランティアグループさんの大半が出来る範囲での
活動をされています。また 2 割近くのグループさんは、活動自体が中止となってしまっています。でもワクチン接種が終わったら少しずつ活動を再
開していきたい！との声が多く聞こえてきていて、ほっとしています。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、これから先、コロナと共存していく
日々がまだまだ続きそうです。皆さん、油断せずに乗り切っていきましょう。
（M N）

広報紙「社協のふくし ささえ愛」は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しております。

