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８月３日（火）、瑞沢地区社会福祉協議会は、放課後児童クラブ
の子どもたちと、『夏休み体験学習★地域交流会』を実施しました。
コロナ禍で、「夏休みに校外学習が実施できない」「子どもたちが
楽しめる遊びがしたい」と相談を受けた瑞沢地区社協は、町内にた
くさんある竹を利用した遊び道具を作ろうと、会長、副会長、地域
の方々が竹の切出し作業を行い、その後、校庭で子どもたちが自分
で選んだ竹に紐を通して作る「マイ竹ぽっくり」を指導しました。
最初は、竹ぽっくりに乗れなかった子どももコツを掴んで、上手
に乗れるようになり、グラウンドで「竹ぽっくりリレー」をおこな
いました。最後に、児童クラブの子どもたちへ手作りの「竹とんぼ」をプレゼントするなどして世代間の交流を
深めました。
密を避け、広い校庭を利用して実施し、子どもたちのたくさんの笑顔をみることができました。
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ご 協力ありがとうございました

社会福祉協議会会費
皆様からご協力いただいた会費は、高齢者、障害者、子どもた
ちなどすべての住民がいきいきと暮らすことのできる「福祉のま
ちづくり」をすすめる貴重な財源になります。
今後とも、会費の趣旨をご理解いただき、社会福祉協議会の活
動に対し温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。

総額

８５７，７３０円

【会費を財源としている事業】
法人運営事業：広報活動、理事会・評議員会の運営等
地域福祉事業：地区社会福祉協議会（土睦・瑞沢）への助成、結婚 50 周年事業、住民交流事業等
ボランティア活動事業：ボランティアの相談・コーディネート、町内ボランティア団体への助成及び
ボランティア保険加入における補助

寄付ありがとうございました（令和３年６月１日～令和３年９月８日）
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匿名……………………………………… 切手 182 円、 肌着
匿名…………………………………………………… 614 円
佐々木 弘子… ……………………………………… 3,000 円
加藤 あや子… ……………………………………… 1,991 円
子育てサークル むつっこ… …………………………… おもちゃ
匿名…………………………………………… 尿取りパッド 他
匿名…………………………………………………紙オムツ 他
伊藤 美和子… ……………………………………… 1,503 円
茂原法人会睦沢支部……………………………… 41,000 円
匿名………………………………………………… 1,576 円
匿名…………………………………………………紙パンツ 他
匿名…………………………………… 洗剤 ・ ハンドソープ 他
久我 一男… ………………………………………… 4,404 円

赤十字活動資金へのご協力ありがとうございます
令和３年度

赤十字活動資金

■法人・団体・事業主様より（５１件） ２６９，０００円
■一般住民の皆様より（１６８１戸）

総額

８４０，２００円

１, １０９，
２００円

赤十字仕団

手洗い啓発活動

皆様にご協力いただいた資金は日本赤十字社に
送金し、国内外の災害や世界各国の戦争などで苦
しんでいる人々の救援活動費に使われます。また、
睦沢町分区に交付される活動資金は、災害時見舞
金、救護資材費、講習会の開催、ボランティア活
動等に使われています。

赤十字奉仕団

赤十字活動資金にご協力いただいた法人・団体・事業主様

法人社資活動

（敬称略・五十音順）

阿井建設㈱、㈱アイポップ、㈱アイワ警備保障、㈲アリイブ ･ モア、㈲アルファ工業、縁、㈲岡澤工業所、岡澤鉄工所、㈲お食事処おだか、
ガトータナベ、宗教法人 歓喜寺、くが歯科医院、宗教法人 弘行寺、県南畜産処理事業協同組合、宗教法人 光福寺、㈱榊工業、里山カフェ＆
ゲストハウス SOU、澤田農産直売所 はらから、㈱三陽測量設計、医療法人社団 創正会 睦沢歯科医院、成就院、宗教法人 常徳寺、信和工業㈱、
ソシアル美容室、長生農業協同組合睦沢支所、トビシゲ建設㈱、㈲中村住宅設備、㈲ニシムラ睦沢工場、日開テンネンブロック㈱、
日本フォトケミカル㈱、日本郵便㈱上市場郵便局、日本郵便㈱睦沢郵便局、農業生産法人 長生あおば農園㈱、㈱ハイレックス関東睦沢工場、
はじめの一歩、㈲長谷川設備、㈲原田土木、パークむつざわ、パンドナル、フードプラザハヤシ睦沢店、㈱フルサポート保険サービス、
㈱房総オリーブ、㈱松崎組、マフビューティーパーラー、㈱瑞江サポートサービス、道の駅むつざわ つどいの郷、睦沢マイカーセンター、
明和プラスト㈱、㈱ララキノコ、UJack

むつざわオートキャンプ場、ユニオン製図㈲、㈲よねくら造園

6 月 17 日赤十字事業へ貢献されました事業所・および団体へ伝達式がおこなわれました。
くが歯科医院様へ

日本赤十字奉仕団様へ

日本赤十字社千葉県支部 熊谷俊人支部長より銀色
有功章表彰があり、睦沢町分区長である睦沢町長より
伝達されました。これは長年にわたり日赤活動資金を
寄付され事業の進展に貢献したことによるものです。
町内事業所の皆様におかれましても毎年温かい
ご支援、ご協力をいただき心から感謝申し上げます。

日本赤十字社千葉県支部 熊谷俊人支部長より表
彰があり、睦沢町分区長である睦沢町長より伝達さ
れました。これは、一般社資募集を通じて赤十字事
業の進展に貢献したことによるものです。
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（運動期間 10 月～ 12 月）

～皆様からいただいた募金は
身近な地域の様々な福祉活動を支えています～
＊運動期間中は町公共施設等に募金箱を設置しますので、地域の
小さな一歩を支える運動に、今年も皆様のご理解・ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金は、募金額の概ね 30％が千葉県内の施設への助成や大規模災害のた
めの積立金、災害見舞金として使用されています。
残りの概ね 70％が募金した町の社会福祉協議会に配分されます。
町社協では、福祉団体・施設・学校等への助成や社会福祉協議会で開催されている「地
がっこうしょくどう

域ふくし交流会」、「楽交食堂」、「のびのび★ kids ルーム」などで活用しています。

共同募金配分金活用事業
『楽楽★キッズランチ』を実施しました。
昨年から、調理ボランティアさんのご協力のもと、７～８月の夏休
み期間中を放課後児童クラブで過ごす子どもたちに向けたお弁当作り
をしています。
今年度は「緊急事態宣言」を受けて、８月以降ボランティア活動が
できなくなりましたが、町内の店舗の皆さんが助けてくださり、また、
調理が得意な社協職員が総力を挙げて取り組み、４日間で延べ２６０
食のお弁当をお届けしました。コロナ禍で楽しみの少ない子どもたち
も、キッズランチで笑顔になったのではないかと思います。
「じぶんの町で寄付されたお金が活用され、じぶんの町の誰かを
助ける」それが、共同募金のしくみです。このキッズランチは、各戸
６００円ずつ募金していただいている赤い羽根共同募金が活用されま
した。皆様のご協力に感謝します。
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≪緩和型通所介護≫

ミニデイサービス

げんき教室

（対象 65 歳以上）

毎週火 ・ 水 ・ 木曜日 10 ： 00 ～ 13 ： 30
千里の道も一歩から

コロナ疲れに負けないで！！
緊急事態宣言が発令されたことから、教室は午前中のみ開催となりました。いつもは、

お元気だより

昼食後が一番賑やかな時間ですが、時間が短縮されたことで皆さんから「あっという
間に時間が経ってしまう」「話し足りない」などと言う声をたくさん聞きました。人と
のつながりは元気を出してくれ、生活にも張りが出てくるようです。
自粛の期間も長くなり不安も大きくなる中、心の疲れを感じることはありませんか？
コロナ疲れ解消には、規則正しい生活や適度な運動等が有効と言われています。
このコロナ禍で以前のような関わり合いは難
しい状況ですが、ちょっとしたあいさつでも心
が温かくなることもありますね。
お互いに励まし合う仲間を見つけ、心と体に

｜

季節の作品作り

｜

9 月のカレンダー・曼殊沙華

｜

｜

「げんき」を補給していきましょう。

花の形に整えるのが意外と難しく、芸術の秋を

コロナ禍で夏もあっという間。

先取りした感じです。

げんき教室では元気なウサギが生まれました。

睦沢町社会福祉協議会緩和型通所事業所
お問い合わせ

《事業所番号

睦沢町１２Ａ６７０００１１》

TEL ０４７５－４４－２５１４
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実施予定

１月
令和４年

食品ロス削減＆子育て支援

フードドライブむつざわ

今年度も、食品ロス削減を目的に、「第２回フードドライブむつざわ」を実施します。ご家庭で食べき
れない食品や古米などをご寄付ください。お寄せいただいた食品は、ボランティアにより仕分けをして、
町内の子育て世帯を中心に配布する予定です。

■ 食品の受入期間 令和４年１月４日～ ２週間程度
〃
場所 むつざわ福祉交流センター （町内数カ所にボックスを設置予定）

・・・

■ 食品の配布方法 令和４年１月下旬 申込者 （登録者） へそっとお届けします

◎◎◎

協力者募集中！

①食品の寄付大歓迎

◎◎◎

②寄付食品の回収ボックス設置協力

乾麺、古米、調味料、お菓子、レトルト食品、

区民センターや店頭先など、人の集まる場

飲料などが喜ばれます。賞味期限が迫ってい

所へボックスを設置させていただけません

るものも OK です。

か？ご協力いただける方を募集します。

③食品仕分けボランティア

④食品活用の協力

集まった食品を選り分ける作業のお手伝い
をお願いします。ボランティア活動希望とご

寄付食品を活用してくださる方は電話やメ
ールにてお申込み（ご登録）ください。

連絡ください。
※社協では、これに限らず随時食品の寄付を受け付け、必要な方にお渡ししています。お気軽にご相談ください。

・法人運営事業

・善意銀行貸出事業

・むつざわ福祉交流センター管理経営事業

・企画広報事業

・共同募金配分金事業

・日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）

・地域ぐるみ福祉ネットワーク事業

・資金貸付事業

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

・在宅福祉用具貸出事業

・福祉有償運送事業

・生活支援体制整備事業

・家族介護用品支給事業（紙おむつ支給）

・緩和型通所事業（ミニディサービス）

（ベッド・車いす・福祉車両貸出）
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