
　すでに各町会長を通じて募金額の集計をお伝えさせていた
だきましたが、新型コロナウイルス感染症の中、多くの皆さ
まからご寄付や支援をいただきました。
　このような時だからこそ「助け合い」「思いやり」の大切
さをあらためて考える毎日ですね。
　市内の公園には「飲み物を購入して募金が出来る」赤い羽
根自動販売機があります。

　2021 年１月末現在、市内に 13台の赤い羽根自動販売機が設
置されています。

共同募金へのご協力ありがとうございました！

飲み物を購入すると、その売上の一部が飲料メーカー
から赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機です。
寄付金は、地域の福祉活動や災害時のボランティア活
動等に役立てられます。

地域の人々が、住み慣れたまちで
安心して暮らし続けることができるよう、

市民のみなさまと共に
「福祉のまちづくり」をすすめるための
活動を行っている民間の福祉団体だよ♪

　社会貢献活動のひとつとして、設
置場所のご提供をお願いします。
　「赤い羽根自動販売機」に関するご
質問・ご相談は富士見市社会福祉協
議会にお問合わせください。

ポイン
ト

改めて
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赤い羽根自動販売機

名刺広告

～誰もが人として尊重され
　　　　　　安心して暮らせる街
　　　　　　　　　富士見市を目指して～

～名刺広告大募集～
広報紙への広告掲載を募集しています。

１年に３回４８，０５０部が
富士見市内全戸に配布されます。

地域福祉推進を一役に担っていただける、
企業・法人様のご協力をお待ちしています。

リウマチや脳出血、脳梗塞の
後遺症など 歩行が不自由で苦痛な

生活を強いられている方

400

この社協だよりは共同募金の配分を受けて発行されています

【社協の「新型コロナウイルス感染予防」の基本対策】

事業所：協働舎レタス
日　程：毎週木曜日 11:40 ～ 12:00
場　所：ぱれっと駐車場

事業所：入間東部むさしの作業所
日　程：不定期（あったらラッキー♪）
場　所：ぱれっと駐車場入口前

☆  無人販売してます☆

の出張販売しています

 

来所される皆さまへお願い
 

 
〇マスクの着用
〇大きな声での会話はお控えください
〇入口で検温をお願いします
〇入口にあるアルコールで手指の消毒をしてください
 （車椅子の方やお子さんにも使いやすい足踏み式です）
〇部屋の換気 （ドアを閉めないように箱を置いてあります）
〇部屋の使用後消毒をお願いします
 （消毒セットは受付でおわたししています）

 
 

 
  

 
 

  
 
 

職員の取組み   
〇毎日の検温・健康観察・マスク着用・手洗い・アルコール消毒
〇換気の徹底 窓、扉を常時開放・空気清浄機を使用 
〇ぱれっと１階すべてを１日２回(朝・夕)職員が消毒液で拭き掃除 
〇様々な事業を継続する工夫  ZOOM(ズーム)などインター 
　ネットを使用し離れた場所での開催 

 

 

 
 

で 

！緊急事態宣言で部屋の
予約状況が変わることが
あります。 
詳しくはホームページを
ご確認ください。 



市民の方の善意が
になりました！

　様々な障がいの特性や、障がいのある方への配慮を正
しく理解することが、あたたかい地域社会を築く第一歩
になります。あいサポート運動とは、日常生活の中で
ちょっとした配慮や手助けをして、誰もが暮らしやすい
地域社会 (共生社会) を作っていく運動です。この運動を
実践する方を「あいサポーター」と言います。障がいを
知り、共に生きる。研修は誰でも参加できます。まず、
知ることからはじめましょう。

3 月の日程

日　時：3 月 16 日（火）13：30 ～ 15：00
会　場：福祉活動センターぱれっと　会議室
定　員：10 名　事前申込制　先着順
問合せ：地域福祉グループ（049-254-0747）
3月 15日（月）までに電話またはFAXでお申し込み下さい。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、中止になる場合があります。

あいサポート運動

実績 月 10　月9　月

派遣件数
個 人

11　月 12　月 1　月

団 体

延 通 訳 者 数

＊（　　）の数字は三芳町への派遣分

下崎武子さま

　例年は、歳末たすけあい募金を財源に新小学１年生に
お道具箱をプレゼントしていましたが、今年は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により実施が難しい状況になっ
ていました。
　しかし、この事業にご賛同いただいた市内在住の下崎
さまのご寄付によりお道具箱を入れるエコバックと共に
お渡しすることができました。
　あたたかいお気持ちに感謝いたします。
　ありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で
生活資金にお困りの方は富士見市社会福祉協議会に一度
ご相談してみませんか。

※来所相談は完全予約制となりますので、専用電話番号
　にてご予約ください。

　フードバンクとは、市内の企業（食料品店・スーパー）
や各ご家庭から、まだ食べられるにもかかわらず、様々
な理由で廃棄されてしまう食品を引き取り、寄付する
ものです。
　提供いただいた食品は、経済的に困窮した状態で、
食の確保に困っている方の支援に活用させていただき
ます。つまり、フードバンクとは廃棄食品を減らし、
困っている人を支援するという「もったいない」を「あ
りがとう」に変える仕組みです。

問合わせ：富士見市社会福祉協議会 または
　　　　　生活サポートセンター☆ふじみ
電話番号：049-254-0747 または 049-265-6200

　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、以前
にも増してマスクを着用する意識が強くなっています。
　社協でも、「周囲の人に感
染させない」という思いや
りの心を大切にしながら、
自分自身も感染予防に努め
るため、ボランティアの皆
さんと一緒に「うさみんマ
スク」を作成し、市民一人
ひとりがマスクを着用する
よう呼びかけています。

素敵なエコバックが出来ました！
イラストは市内在住で画家である荻原純子さまに描いていただきました。
うさみん＆下崎さまコラボのイラスト入りエコバックです♪

　社協職員がゆるやかに「地域のイ
マ」や「地域福祉」について様々な
情報をお届けしています。
　過去の放送回は社協のホームペー
ジに掲載しておりますので、ぜひお
聞きください。
※右記QRコードよりご覧いただけ
　ます。
放送日：毎月第３火曜日
　　　　12：30 ～ 13：00
周波数：FM84.0MHz
協　力：発する FM
主　催：富士見市社協、三芳町社協

社協のラジオ 始まりました！

　内部障害や難病や妊娠初期の方などで外見から分からな
くても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配
慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やす
くなるよう、東京都福祉保健局が作成したマークです。
　必要な方は富士見市社会福祉協議会へ
お越しください。
　※ヘルプマークを受け取るにあたって
　　障がい者手帳の提示等は必要ありません。

知っていますか

新しい印刷機を導入しました！！

　　　A４・B版・A3 白黒　　一律１円

　　　A４・B版・A3 カラー　一律１０円

※両面印刷の場合はその２倍の料金になります。
　用紙はご自身でご用意ください。

　市民の方々に福祉機器をお貸し
しています。
　詳細内容は富士見市社会福祉協
議会のHPまたは右のQRコード
からご覧ください♪
　返却されたものは職員が消毒し
ています。
　消毒後、右の「消毒済み」スト
ラップをおかけしております。

　市民の皆さまにご寄付いただきました「地域歳末たすけ
あい募金」は、歳末たすけあい募金配分委員会で検討した
内容をもとに下記のとおり配分しました。コロナ禍の中、
募金にご協力いただきました皆さまに厚く御礼申し上げま
す。（※2021 年 3月末までに実施）

配分内容
■児童扶養手当を受給している方に対し、協力店舗で使用
できるうさみん商品券をお渡ししました。（申込制。一
部対象外の方あり。）
※うさみん商品券をお渡しすることにより協力店
舗の活性化につなげるという側面もあります。
■困っている方に対し、食料の提供をするため
フードバンクに配分しました。
■福祉を身近に感じてもらえるよう未就学児童から小学校

３年生の児童に対し、富士見市社会福祉協議
会マスコットキャラクターうさみんの絵を募
集しました。また、描いていただいた絵をイン
スタグラムで発信し、若い世代の方にも富士
見市社協を知ってもらう取り組みをしました。

■社協だよりに歳末たすけあい募金協力の依頼および配分
のご案内や、その報告をしました。

を募集します！を募集します！

　ふじみ在宅福祉サービスセンターは、高齢者やお身体
の不自由な方などのちょっとした困りごとを地域の皆さ
ま（協力会員）がお手伝いする、「お互いさま」の気持ち
を大切にしている「地域支え合いの仕組み」です。
　利用会員のお宅で掃除や買い物、草とりなどのちょっと
したお手伝いをしてくださる協力会員を募集しています。
　協力会員には、30 分の活動につき、400 円の地域で使
える「うさみん商品券」をお渡しします。
※利用会員
　協力会員ともに
　年会費 1,000 円を
　いただきます。

　『心つながるボランティアプロジェクト』とは、地域の皆さまからお預かりした手作り
作品を市内施設や子ども食堂にお届けするプロジェクトです。　
　地域の皆さんから、地域の皆さんへ。
　コロナ禍においても、“地域の想いを橋渡しする”お手伝いができるようにとスタート
した本プロジェクトは、2020 年 12 月末を
もって、寄付作品の募集を終了させていた
だきました。
　皆さまのご協力、本当にありがとうござ
いました。
　生活必需品となったマスクをはじめ、暮
らしを彩るイラストや壁面装飾など、数々
の作品が社協の事務所まで届けられました。
　お預かりした作品は、市内の福祉施設を
中心に、順次お届けしております。

募集作品を多数掲載して
おりますので、ぜひ一度
ご覧ください。

専 用 電 話 ：090-6303-8918 
電話受付時間 ：9：00～16：30

＜一般寄付＞
50,000
10,000

52
10,000
10,000
1,044

＜物品寄付＞

＜指定寄付＞
1,827

4,977

2,115
102,249
750,000

5,000
＜フードバンク＞

＜子ども未来応援基金＞
1,200

10,000
112,010
20,000

10,000
110,000

8,992
※上記以外にも多くの皆さまに寄付をいただきました。ありがとうございました。

ヘルプマークとは

２枚入り 300 円で販売中！！

・穀類（米・乾麺など）
・乾物（のりなど）
・調味料各種
・食用油
・インスタント食品
・レトルト食品
・ふりかけ
・飲料（水・お茶など）

※未開封で、常温保存が可能なもの・賞味期限が
　記載してあり、期限が１ヵ月以上あるもの

〈食品例〉

新型コロナウイルス感染症にまけないで！

３３件（２３件）
１３件（　７件）

５０人（３０人）

３１件（１３件）
２６件（１３件）

６９人（２９人）

３６件（２０件）
１６件（　７件）

６５人（３６人）

３６件（１８件）
２５件（１３件）

６８人（３５人）

２４件（　６件）
２２件（１８件）

５１人（２７人）


