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社会福祉法人

袖ケ浦市社会福祉協議会

〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604 袖ケ浦市社会福祉センター内（袖ケ浦公園前）
10438-63-3888 50438-63-0825

115

HP http://www.sodegaura-shakyo.jp
ボランティア情報専用携帯サイト

http://www.sodegaura-shakyo.jp/mobile/

※申込・問合せ先が「社会福祉協議会」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

袖ケ浦市福祉作業所は、大曽根の南総園さん（ぶどう園）の裏側に位置す 場を提供し、必要な支援及び訓練を行うことにより、社会的自立への助長
る障害者の福祉施設で、袖ケ浦市の委託を受けている指定管理施設です。 を図ることを目的としています。
今年で開設21年目を迎えて、現在の利用者数は38名となっています。
在宅の心身に障害をお持ちの方で、雇用されることが困難な方々に作業の
作業の内容は、割り箸の袋入れ、科学雑巾の袋入れ、プラスチック製品
の加工、袋はがし等を行っています。
これらの作業の他に、利用者一人ひとりの個性を尊重しながら、基本的
な生活習慣の習得や、地域社会との関わりを深め、社会生活への参加がで
きるように、所外訓練や調理実習、革製品の作成等を実施し、楽しく充実
した作業所生活を送れるよう、誕生会、忘年会、餅つき会等を行っていま
す。
このような活動を通して、作業所では、ひとりでも多くの利用者が、社会
第一うぐいす園
第一うぐいす園
第二うぐいす園
第二うぐいす園
的自立ができるよう支援を行っています。

福祉作業所では革製品、和紙工芸品などを手造りで製作しております。
地域のイベント等で展示販売しておりますので、よろしくお願いいたします
所在地 〒299−0253 千葉県袖ケ浦市大曽根862-1
連絡先 1・FAX 0438-63-2266
ホームページ http：//www.sodegaura-shakyo.jp

放課後等
デイサービス
の紹介
身体に障害のある児童又
は知的障害のある児童に支
援を行い、伸び伸び育つ環
境づくりをめざし、興味・関
心を引き出すことによって
障害児の発達を支援するこ
とを目的としています。小
学校下校後より18時00分
まで作業所内にて実施して
います。

放課後児童クラブ指導員募集
熱中症の予防には、
「水分補給」と「暑さを
避けること」が大切です！
①こまめな水分・塩分の補給
高齢者・障害児・障害者の方は、のどの渇
きを感じなくても、こまめに水分補給を。
②熱中症になりにくい室内環境
¡扇風機やエアコンを使った温度調整
¡室温が上がりにくい環境の確保（こまめ
な換気、遮光カーテン、すだれ、打ち水
など）
¡こまめな室温確認
③体調に合わせた取り組み
¡こまめな体温測定（特に体温調整が十分
でない高齢者、障害児・障害者、子ども）
¡通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用
¡保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる
体の冷却
④外出時の準備
¡日傘や帽子の着用
¡日陰の利用、こまめな休憩
¡通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用
★参考ホームページ

厚生労働省ホームページ

脱水症の早期発見方法
2つ以上該当したら脱水症を疑いましょう
□ 爪を押した後、色が白色からピンク色に戻る
のに長くかかる
□ 口の中が乾燥している
□ 舌の赤みが強い
□ 舌の表面に亀裂がある
□ 舌が白くおおわれている
□ 皮膚の張りがない
□ 手足を触ると冷たくなっている

平成24年度
袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付
みなさまの善意を大切にし、
福祉事業に役立たせていただきます。

期間：平成24年6月1日〜6月30日
企業・団体・個人（敬称略）
中村庄一
袖ケ浦公園管理組合
匿名
袖ケ浦市音楽協会
合
計

金額（円）
37,764
15,000
3,000
15,000
70,764

※平成24年度4月からの累計額は471,261円です。

職
種 放課後児童クラブ指導員
就労内容 小学校1年生〜4年生の児童の保育
就労場所 袖ケ浦市三ツ作855-2（旧JA根形支店）
袖ケ浦市横田2211-1（旧JA中川支店）
時
間 8時00分から19時00分の間の8時間以内
※通常は放課後（15時頃）〜19時です。
賃
金 850円／時
※規定により交通費の支給有り
条
件 自力通勤のできる方
問合せ先 地域支援係
163-3888

第10回
東日本大震災
義援金報告
期間
平成24年5月1日〜6月18日

団 体（敬称略）
袖ケ浦市音楽協会
合
計

金額（円）
11,120
11,120

※震災後からの累計額は1,522,350円です。
寄せられた義援金は、社会福祉法人千葉
県共同募金会を通じて被災地へ送られま
す。

地域ぐるみ福祉推進標語
ちから

入選作
わ

つなげよう みんなの力で きずなの輪
奈良輪小学校5年

角井

駿介

「声の広報」社協ではボランティア音訳グループ「やまゆり」の協力を得て、声の広報を作成し、無料で貸し出しています。
申込・問合せ

社会福祉協議会
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2012年（平成24年）7月15日
ボランティア登録数
（平成24年4月1日現在）

No.152

袖ケ浦市ボランティアセンター
イメージキャラクター「ゆりりぃ」

袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604
0438-63-3988（直通）
・63-3888（社会福祉協議会事務局）
0438-63-0825
※申込・問合せ先が「ボランティアセンター」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

夏休み学生ボランティア募集

●個人ボランティア：
218名
●登録ボランティア団体：
53団体
内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体

（

）

夏休みだからできること。夏休みだからボランティアしよう！
新しい人との出会い…何か大切なものが見つかるはず。

夏休みプール補助ボランティア
夏休みプール補助ボランティア
夏休みプール補助ボランティア
自閉症児や知的障がいを持つ子どもたちと遊んだり、お手伝いをしてく
ださる方を募集しています。
日
程 7月24・25・31日
8月1・2・3・8・9・10・17・20・21・22・23・24日
※雨天中止 ※参加人数により、実施しない日もあります。
時
間 午前9時50分〜正午
場
所 槇の実特別支援学校屋外プール（蔵波3108−113）
活動内容 着替えの見守り、水質検査、用具準備、子どもたちと一緒に
プールで遊ぶ等。
募集人数 各日1〜2名
募集期限 7月18日（水）
主
催 槇の実特別支援学校PTA有志
申込・問合せ ボランティアセンター

特別養護老人ホーム
みどりの丘
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム みどりの丘
みどりの丘
特別養護老人ホーム
みどりの丘
①②余暇活動充実のため、一緒に楽しく活動していただける方を募集します。
活 動 日 ご都合の良い日時
内
容 ①囲碁や将棋など、一緒にしていただける方。
②農作物や園芸。郷土料理や、漬物、巻き寿司など、職員に教えながら
利用者の方と一緒に作っていただける方。
③夏祭りのお手伝いをしてくださるボランティア募集
日
時 8月25日（土） 午後3時〜6時まで
内
容 ③浴衣の着付け・利用者の方と一緒に、お祭りを楽しんでいただける方。
募集人数 10名
募集期限 7月31日（火）
場
所 特別養護老人ホーム みどりの丘（下
泉1424−3）駐車場あり
申込・問合せ ボランティアセンター

学生の 自力で活動場所まで行ける方に限ります。
方へ また男子児童が多く参加するため、男子学生の方歓迎です。

自力で活動場所まで行ける方に限り

学生の
ます。
方へ

①と③が対象です。

初めてボランティア活動する方は、ボランティアセンターに登録してからの活動になります。
一般の方も前月より引き続き募集しておりますので、是非よろしくお願いいたします。

移送サービス ボランティア募集

親子またはおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に
参加できる講座です。
中学生・高校生の参加も、お待ちしています。
ボランティア活動は、高齢者の方も障がいのある人も子どもも大人も、みんな
一緒に地域の中で幸せに暮らしていくために、自分たちができることをしていく
活動です。
「何かやりたい」
「私に何かできることはないかな？」そんな何気ない気
持ちから、ボランティア活動はスタートします。想いを行動に変える「始めの一
歩」、そんな気持ちで手話の勉強を始めませんか？
きっと新しい世界が開けると思います。
日
場
対

内

時

7月27日（金）
午前9時30分〜12時
所 社会福祉センター大会議室
（袖ケ浦公園前）
象 市内在住の小学生〜高校生
とその保護者
※小学生は必ず保護者同伴
でご参加ください。
容 ・音のない世界とは
・簡単なあいさつや自分の
名前を手話でやってみよ
う
・その他

講

師 佐藤国利 氏（袖ケ浦市聴覚
障害者協会・市原特別支援
学校つるまい風の丘分校教
諭）
花澤 彌 氏（袖ケ浦市聴覚
障害者協会）
協
力 市原特別支援学校つるまい
風の丘分校
手話サークル「めだかの会」
定
員 30名（先着順）
参 加 費 無料
申込期限 7月23日（月）
申込・問合せ ボランティアセンター

手話とは、言葉を音でなく手や表情で表したものです。
独立した1つの言語であり、耳の聞こえない
とは？ 人同士、または耳の聞こえない人と聞こえる
人との大切なコミュニケーション手段です。
手話にはいくつかのタイプがあります。
①物の形を手で表したもの。
②動作を手で表したもの。
③言葉の持つイメージを手で表したもの
などがあります。手の動く方向、位置、速さによって意味も違います。

手話

社会福祉協議会では、病院などに行くことが難しい高齢者や障がいを持って
いる方を、ボランティアのご協力で送迎をする「移送サービス事業」を行ってい
ます。この事業は、ボランティアの力によって支えられています。
ご都合の良い日時に合わせて、コーディネーターが調整します。
月1回からで構いませんので、お力を貸してください！
募集内容
¡運転ボランティア…利用者の送迎
（社協の車を使用）
運転免許を取得して3年以上が経過
している方。
運転安全講習を受講してからの活
動となり、次回は8月の実施予定で
す。
¡付添ボランティア…利用者の付き添い
利用者の受診の際、車の乗降や受
付などでお手伝いをしたり、お話
相手になっていただく活動です。
移送サービスでは利用者の方に、
安全に安心して受診していただく
ため、ご家族またはボランティア
による付き添いをお願いしており

ます。
※年齢の上限は、運転ボランティアは
満70歳、付添ボランティアは満75歳
とします。
活動時間 月に1〜2回程度、ご都合
のよい日（平日）に3時間から5時間
程度の活動です。
活動場所 袖ケ浦市社会福祉センタ
ーに集合し、社協所有の車にて利用
会員宅から病院等へ送迎していただ
きます。
行き先は袖ケ浦市、木更津市、市原
市です。
申込期限 7月31日（火）
申込・問合せ 地域支援係

収集ボランティアにご協力ありがとうございました
ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈

平成24年5月1日〜5月31日（順不同・敬称略）
中友忠 三股道子 手塚正二 松田トメ子 松島久子 佐久山武夫
齊藤三千四 中田高義 小林佐千子 鴨川重實 宮 祐二
橋光正
石渡美紀子 ㈱出光バルクターミナル 東京都千葉福祉園 袖ケ浦職親会
蔵波台つくも会 菜の花苑 匿名7名

皆様から寄せられた収集物は、社会福祉協議会や
福祉団体、環境団体の活動に役立てられます。

ボランティアグループのメンバー募集、施設や
団体が開催するイベント情報やボランティア募集
など、掲載希望の方は掲載希望月の前月10日までにボランティアセンタ
ーまでお電話ください。

お 知 ら せ

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時 7月27日（金）午後1時30分〜3時30分 場所 老人福祉会館 問合せ ボランティアセンター
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩） 日時 8月5日（日）午前7時〜8時
集合 元主婦の店のぞみ野店前
問合せ ボランティアセンター

