
 
スラムの子どもたちの自立を支援する                      
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★団体名 回収期間 
年に３回（１月～・５月～・９月～）行なっています 

送付先 
送り状に★団体名を 

お書き添えください。 

会員 
支援メンバー 

１月１９日（金）～ 
３月２８日（水）到着まで 

〒２６０－０００１ 
千葉市中央区都町３－１４－１０ 
ＮＰＯ法人 

 ＪＦＳＡ千葉センター宛 
電話 ０４３－２３４－１２０６ 
（木曜定休） 

ｵｲｼｯｸｽﾄﾞｯﾄ大地 
（大地を守る会・Oisix）  
パルシステム千葉  

ポラン広場 

１月１９日（金） 
～２月２１日（水）到着まで 

生活クラブ東京 ２月２３日（金）～３月２８日（水）到着まで 

生活クラブ虹の街 
（千葉） 

２月２３日（金）～３月２８日（水）到着まで  
※配達便での回収：1/8～1/19 
※生活クラブ虹の街からの配布チラシ（12/18 週～）をご覧ください 
※デポー回収（浦安・おおたかの森除く）偶数月の第一木曜～日曜 

パルシステム茨城 １月１９日（金）～２月２１日（水）到着まで 
〒２７７－０８１３  
千葉県柏市大室１７６－１ 
ＮＰＯ法人  
ＪＦＳＡ東葛センター宛 

電話 ０４－７１１０－０９８４ 
（木曜定休） 

生活クラブ埼玉 ２月２３日（金）～３月２８日（水）到着まで 

 
上記団体以外 

の方 
ホームページをご覧の

方 

１月１９日（金） 
～ ２月２１日（水）到着まで 

 
※ホームページをご覧の方は送り状にホームページとお書き添え

ください。 

〒２６０－０００１ 
千葉市中央区都町３－１４－１０ 
ＮＰＯ法人 

 ＪＦＳＡ千葉センター宛 
電話 ０４３－２３４－１２０６ 
（木曜定休） 

受付期間・送付先は、所属される団体に 
よって異なります。 
（受付品目は裏面をご覧ください） 
 

・JFSAのセンター（千葉市・柏市）に直接持ち込むこともできます。事前にお問い合わせ下さい。 

・段ボール箱ではなく、袋などに詰めてお持ちください。（お持ちいただいた荷物は確認します。） 

・お名前、ご住所の記載をお願いしています。 

● 持込日時：受付期間中の日曜  13時～17時   

● 場所：JFSA千葉センター（千葉市中央区都町 3-14-10）  JFSA東葛センター（柏市大室 176-１） 

 

★送り方  郵便、宅配便でお送りください 

JFSAまでの送料はご負担ください。（配達時間の指定は必要ありません） 
 

★梱包方法 ●シーツなどの大きい布で包むか、ゴミ袋などのビニール袋（二重にして下さい）や紙袋、大きめのバッグに入れ、紐

で十文字に縛ってください。包装は簡単にお願いします。●段ボール箱は使わないで下さい（保管場所の問題があります）。  

●送り状に、荷物の重さ・所属の団体名（上記参照）をお書き下さい。和服を送られる場合、「和服入り」とお書き下さい。 

★ お持ち込み ★ 

★問合せ先  ＮＰＯ法人ＪＦＳＡ千葉センター  ☎ ０４３－２３４－１２０６ （木曜定休 ９時～１９時） 

メール jfsa@f3.dion.ne.jp  ホームページ  http://jfsa.jpn.org  

 



※回収は年３回（１月～・５月～・９月～）行なっています。受付品目は期間ごとに変わります。

受付

品目

受付

品目

全ての品物は他のどなたかが再び利用します。
しみ、汚れ、毛玉などのないもの、洗濯済のものをお願いします。
　　・グループ、会社などで回収にご協力いただく場合→事前にＪＦＳＡ（043-234-1206　木曜休）にご相談ください。

　　・緊急の場合→被災支援などで古着等が必要だと判断したときはアル・カイール事業グループと相談し、一部を使うことも

　　　考えたいと思います。どうぞご理解ください。

×以下の品目は集めていません×

女性スカート・女性キュロット、マット類、柔道着、制服、作業着、大人用スキーズボン、布団、枕、ランドセル

●以下の品目はパキスタン・国内で需要が高くいつでも集めています●

※女性用衣類は国内販売用です。 新品に近いものに限ります。 パキスタンでは売れません※

・エプロン　・枕カバー　・パジャマ　・靴下

・男性下着 （ブリーフ ・ トランクス ・半袖 ・ランニングは中古も可）

・女性下着 （ブラジャー ・ガードル ・ボディスーツは中古も可）

・毛布、 綿毛布　・ タオル （サイズ問わず）、 ハンカチ　・財布、 ポーチ、 バッグ類 （スーツケース可）

・男性Ｔシャツ、Ｙシャツ、 ポロシャツ、 カジュアルシャツ （半袖のみ）

・未使用切手 ・未使用ハガキ （書き損じ可） ・金券 (ビール券、 商品券など ) ・未使用カード類 （図書カード、 クオカードなど）

【中古も可】

【新品のみ】

【その他】

女性下着 ・ 男性下着 ・ 枕カバー ・ 毛糸、レース糸
ブラジャー・ガードル

ボディスーツは中古も可
半袖・ランニング・ブリーフは

トランクスは中古も可

１玉から可

パジャマ ・ 靴下 ・ エプロン

毛布、綿毛布 ・ シーツ ・ タオルケット ・ カーテン、レースカーテン

敷掛布団カバー ・ スカーフ ・ ストール、マフラー ・ 服地
敷パッド不可 フリース不可 ２ｍ以上・反物可

タオル、ハンカチ ・ 靴（新品同様） ・ 帽子 ・ 革製ベルト
タオルはサイズ問わず ロングブーツ・上履き不可 麦わら不可

ネクタイ ・ 大人用手袋 ・ テーブルクロス ・ 財布、ポーチ、バッグ
新品同様 全体を覆えるサイズ スーツケース可

Ｔシャツ（半袖・長袖） ・ Ｙシャツ（半袖・長袖） ・ ポロシャツ（半袖・長袖） ・ カジュアルシャツ
（半袖・長袖）

ジャケット ・ ジャンパー ・ コート ・ 革ジャン

ジャージ ・ ダウン ・ スーツ上下セット ・ セーター類
学校用不可 ネーム刺繍可 夏ものも可

短パン ・ 長ズボン、ジーンズ
水着不可 新品同様

ワンピース

シャツ、ブラウス
（半袖・長袖） ・ カットソー（半袖・長袖） ・ Ｔシャツ（半袖・長袖） ・ ジャンパー

ジャケット ・ ダウン ・ コート ・ 革ジャン

ジャージ ・ スパッツ ・ セーター類 ・ 　　長ズボン、ジーンズ
学校用不可 夏ものも可 　　新品同様、７分丈５分丈不可

女児夏服 ・ 男児夏服 ・ 女児冬服 ・ 男児冬服
１２０まで サイズ問わず 120まで １２０まで

甚平 ・ 下着
上下セットのみ 布おむつ・オムツカバー可

着物 ・ 浴衣 ・ 和装バッグ ・ 和装小物
ウール・化繊不可 寝間着不可

帯 ・ 風呂敷 ・ 着物地、反物
絹のみ ハギレ不可

未使用切手 ・ 未使用ハガキ ・ 金券 ・ 未使用カード
書き損じ可 ビール券・商品券など クオカードなど

和服類
中古も可

その他

新品のみ

衣類以外
中古も可

 
男性衣類
中古も可

　
女性用衣類

中古も可

子ども服
中古も可
サイズに

ご注意ください

トレーナー    

フリース      

スラックス不可 

スカート     

トレーナー    

フリース    

スーツ不可 


