
　総合福祉センターの中の
ボランティア室に通じる通路
に、ボランティアセンターの 
掲示板があります。現在は  
ボラセンの機能・役割について紹介していますが、定期的に内容を   
更新していきますので、センターにお越しの際はぜひご覧ください！
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主な内容
●ボランティアセンター
●歳末たすけあい募金
●歳末見舞金
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●心配ごと相談
●ホームヘルパー求人
●善意の光　●教育支援資金
●成年後見制度
●フードドライブ（デポー木刈）
●タオルの寄付
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

こんにちは、印西市ボランティアセンターです！こんにちは、印西市ボランティアセンターです！

ボラセン

　社会福祉協議会では、歳末たすけあい募金を
活用し、支援を必要としている世帯に対して歳末
見舞事業を実施しています。対象となる世帯は 
次のとおりです。

◎交通・災害・病気等の遺児世帯…交通事故等により父あるいは
母、又は父母が亡くなった18歳以下（令和3年3月に高等学校
等の卒業を迎える者）の子のいる世帯

◎特例貸付金借受世帯…緊急小口資金（特例貸付）又は総合支援
資金（特例貸付）の借受世帯で義務教育年齢までの子のいる世帯
◎見舞金額…１人3,000円（遺児世帯の小学６年生および中学３
年生には、就学支度金として１人5,000円を加算）

【申込み】12月7日（月）まで　※申請方法など詳しくは下記へ
【問合先】印西市社会福祉協議会（☎0476-４２-０２９４）

歳末見舞金受付歳末見舞金受付

　「歳末たすけあい運動」は、毎年12月に「共同募金運動」の一環
として、地域の社会福祉協議会が中心となって実施しています。
　昨年は、2,199,106円の募金が寄せられました。頂いた募金は「歳末たすけあい募金
配分委員会」で決定した配分計画に基づき、年末に地域の民生委員児童委員
のご協力により、交通等遺児や準要保護世帯の児童生徒への見舞金の配付や、障がい
者団体・障害者施設への助成を行っております。
　今年も町内会や自治会を通じて戸別募金を
実施しますので、ご協力をお願いします。

【募金運動期間】
令和2年12月1日（火）～12月31日（木）
【問合先】印西市社会福祉協議会
            （☎0476-42-0294）

　みなさんは、「ボランティアセンター」ってご存じですか？なんとなく名前は耳にしたことはあるけど、実際は
よくわからない…という方が多いのではないでしょうか？
　印西市ボランティアセンターは、ボランティア活動の推進を目的として印西市社会福祉協議会内に設置された

機関で、現在はコーディネーター３名で活動しています。今回はQ＆A形式でボランティアセンター（通称ボラセン）について紹介します♪

　このほかにも、ボランティア活動保険
の手続きやボランティア情報の発信な
ど、様々な側面から皆さんのボラ活を応
援していきますので、今後ともよろしく
お願いいたします！

Qボランティアセンターってどこにあるの？
A 総合福祉センターの中にある、印西市社
会福祉協議会内に設置されています！

Qボランティアセンターって、 何する
ところ？

A ボランティアに関わる人たちのた
めの窓口として、「ボランティアを
はじめたい！」「ボランティアを頼
みたい！」「ボランティアの仲間を
増やすには？」「どんなふうに活動
を進めたらいいの？」といった様々
な相談に応じています！

Q印西市ボランティアセンターに
はどれくらいのボランティアが
登録しているの？

A 11月末現在で団体・個人合わせ
て約1,200名の方が登録されて
います！

Qどんな人が相談にのってくれるの？
Aボランティアコーディネーターが相談
内容を伺い、ご希望に応じて紹介や
募集、活動支援等させていただきます。

Qボランティアセンターって、どんな人が利用でき
るの？

A 主に市内でボランティア活動に関わっている方、
関わりたいと考えている方ならどなたでも利用
できます！

Qよくニュースで聞く災害ボラン
ティアセンターとは違うの？

A災害ボランティアセンターは、主
に災害発生時に被災地域の行
政の指示を受けて社協内に臨
時的に立ち上げられる組織な
ので、ボランティアセンターとは
性質が異なります。（常設の災
害ボランティアセンターを設置
している自治体もあります）

歳末たすけあい募金にご協力を！
スローガン「つながり ささえあう みんなの地域づくり」

戸別募金
街頭募金
その他募金

募金額（円）募金種類
2,137,855
61,248

3
2,199,106合　計

令和元年度歳末たすけあい募金実績

印西市ボランティアセンター（〒270-1325 千葉県印西市竹袋614-9  総合福祉センター 社会福祉協議会内）
☎0476-42-0294　50476-42-0338  E-mail：inzaishakyo.vc@inzaishakyo.jp

「ボランティア活動のしおり」
作成しました☆
　ボランティア活動の始め方や 
心構えなどわかりやすく紹介する
冊子ができました。市内公共施設
や金融機関、商業施設などに   
設置、また社協HPからもダウン
ロードできます。

掲示板
リニューアルしました☆

このような登録団体
紹介パネルも
順次作成予定☆

社会福祉法人
印西市社会福祉協議会
発行人　上條  公司
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この広報紙は、皆様の会費によって発行しております。

●匿名 3件 計3件　11,408円
切手・ハガキ・商品券寄付

【本埜支部へ】
●印西市立本埜中学校
【大森・永治支部へ】
●印西スマイル合唱団
●大森第二町内会　●吉原久雄

計4件　37,024円
指定寄付

●佐瀬知千　●トリアス自主防災会
●千葉県退職公務員連盟印旛支部印西地区 タオル135枚
(六合地区/17枚・宗像地区/12枚・本埜地区/
11枚・小林地区/12枚・大森地区/21枚・船穂地
区/30枚・永治地区/5枚・木下地区/27枚）
●匿名2件

計12件
物品寄付

一般寄付

●上條眞由美
●MS＆ADインシュアランスグループ㈱ 3件
●匿名 3件

　計7件　26,228円

令和2年8月1日〜10月31日

善意の光善意の光 寄付者芳名簿
（五十音順・敬称略）

ご家族間でのこと、ご近所でのトラブル、誰かに話したい
何かアドバイスが欲しい など
ちょっとしたことでもお困りでしたらお話ししてみませんか。
相談員があなたを待っています。
ご安心ください秘密は厳守いたします。
予約制ではありませんので気軽にお立ち寄りください。
【開所日】毎週水曜日・金曜日(ただし、第一金曜日は翌日

土曜日に開所) ※祝日を除きます
【場　所】印西市総合福祉センター
【時　間】10：00～12：00/13：00～15：00
【費　用】無料

心配ごと相談

●新型コロナウイルス予防対策と
して来所の際は健康チェック
（検温含む）にご協力ください。
●相談の際はマスクの着用をお願
いします。
●発熱や体調不良がうかがえる 
場合は、相談をお断りすること
があります。

ホームヘルパーさん急募！！ホームヘルパーさん急募！！
　訪問介護のホームヘルパーさんを募集しています。ブランクの
ある方、週１回１時間からでも大丈夫です。安心して仕事ができる
ように丁寧に指導いたします。
【応募資格】初任者研修修了者（ホームヘルパー2級）※定年70歳

★ケアマネジャーも募集しています。
【曜　　日】月曜日～土曜日週１回でも可　　【時　　間】8：00～20：00、1～2時間でも可
【時　　給】生活援助…１時間 1,125円  / 身体介護…１時間 1,480円

18:00以降25％アップ
【問 合 せ】印西市社会福祉協議会  ☎0476-42-0294　お気軽にお電話ください。

　印西市社会福祉協議会では、成年後見制度を知って
いただくため、社会福祉協議会職員による出前講座を
行なっています。
「新聞やニュースで見聞きするけれど、詳しい話は聞いた
ことがない」、「近所の人に後見人が付いたと聞いた」
など、きっかけは何でも構いません。
　市内在住で、成年後見制度に興味がある方であれば、制度を知る
最初の一歩をお手伝いさせていただきます。時間は1時間30分程度
になります。
　無料ですので、ぜひサークルや町内会自治会の研修に、あるいは
ご近所仲間での申込でも構いません！
　日時、会場についてもご相談に応じますので、依頼の電話をお待
ちしています。
※出前講座のご利用にあたりましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
参加者や会場等について感染防止対策にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ・お申し込みは、下記までお電話ください。
【問合せ・申込み】印西市社会福祉協議会（地域福祉班）

☎0476-42-0294

【利用できる世帯】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、他制度からの融資を受けることが困難な方。
（但し、貸付審査がありますのでご希望に添えない場
合があります。）
※在学または入学する本人への貸付となります。また、世帯内で連帯借受人
が必要となります。　※地域の民生委員・児童委員が相談援助に加わります。

【資金の内容】●教育支援費（貸付限度額）
高　　校・・・・・月35,000円以内
高専・短大・・・・・月60,000円以内
大　　学・・・・・月65,000円以内
●就学支度費・・・・500,000円以内

【据 置 期 間】卒業後6カ月以内
【返 済 期 間】据置期間後原則10年以内　【貸付 利 子】無利子
【実 施 主 体】社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会
【問　合　せ】印西市社会福祉協議会 ☎0476-42-0294

　令和２年９月１日より生活クラブ生協のお店（デポー木刈）
にフードドライブ寄付ボックスを常設いたしました。
　フードドライブとはご家庭で余っている食べ物を持ち寄り、
それらをまとめて地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに
寄付する活動です。

　お寄せいただいた食品は、印西市・白井市の生活困窮
者自立相談支援事業所を通じて、食事に不自由している
方々への支援に活用します。

【問　合　せ】生活クラブ生活協同組合センター佐倉 ☎043-461-7868
【回収ステーション】デポー木刈（印西市木刈4-2-2） ☎0476-40-6811

オープン時間：10：00～19：30 ※日曜日は19：00まで

学ぶ心応援します！
社会福祉協議会の教育支援資金
（教育支援費・就学支度費）

成年後見制度についての出前講座を
行なっています
成年後見制度についての出前講座を
行なっています

印西市立福祉作業所コスモス印西市立福祉作業所コスモス

　福祉作業所コスモスでは、タオル寄付の
受付を行っています。頂いたタオルを使用
して雑巾等を作り、福祉作業所製品として
販売しています。ご家庭で眠っている未使用
タオルがありましたら、 ご協力をお願い致し
ます。
【住　所】印西市竹袋614-9（総合福祉センター内）
【問合せ】印西市立福祉作業所コスモス

☎0476-42-0470（直通）

タオルの寄付のお願い
ご家庭に眠っている食品大募集！

ご家庭からの
寄付食品 ご寄付いただきたい食品リスト

□穀類（お米、乾麺類、パスタ等）
□乾物（豆、のり等）
□保存食品（缶詰、びん詰等）
□菓子類
□インスタント食品・レトルト食品
□調味料各種、食用油
□飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）
※アルコール類は不可
※常温品、未開封、賞味期限が明記され、２ヶ月以上あること
※お米の場合は前年度産までに限ります

デポー木刈 印西・
白井生活
困窮者
自立相談
支援事業所

ご寄付ありがとうございます
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