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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

VOL.

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。

本年度は
9月17日（月）
の敬老の日に
行います。

116

多年にわたり社会につくしてこられた
方々へ感謝の気持ちを伝え、高齢者の皆
様のご長寿をお祝し、これからも元気に
過ごしてほしいという願いを込め、敬老
会を開催します。
内容 歌謡ショーや劇、カラオケ、吹奏楽
など様々な企画を各地区で行います。金
婚（結婚50周年）記念品の贈呈など。
対象 70歳以上の市民の方（対象者の方へはハガキにてご案内をいたします。
）
地区名
昭和地区
蔵波地区
長浦地区
根形地区
平岡地区
中川富岡地区

開催日

場所
市民会館

敬老の日
9月17日
月曜日

長浦公民館
根形公民館
平岡公民館
平川公民館

開始時間
12：30
9 ：30
14：00
13：00
12：30
13：00

終了時間
16：00
12：00
16：30
16：00
16：00
16：00

主催者 市内各地区社会福祉協議会
問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会（地域福祉係）

地区社会福祉協議会とは

敬老の日の由来

長寿に関する話

地区社会福祉協議会は、市内に
（昭和、長浦、蔵波、根形、平岡、中
川富岡地区）6カ所あります。
主な活動内容は、各地区により
異なりますが、敬老会を始め、一人
暮らし高齢者への給食サービス、子
育てサロンなど、地域の福祉ニー
ズを把握し、地域にあった福祉活
動を行っています。

兵庫県多可郡野間谷村の門脇政夫村長と山本明助役が1947
年（昭和22年）に提唱した「としよりの日」が始まりである。
「老
人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村作りをしよう」と、農
閑期に当り気候の良い9月中旬の15日を「としよりの日」と定
め、従来から敬老会を開いていた。これが1950年（昭和25年）
からは兵庫県全体で行われるようになり、後に全国に広まっ
た。その後「としより」という表現が良くないということで
1964年（昭和39年）に「敬老の日」を改称され、翌年に野間谷
村からの政府への繰り返しの働きかけもあり、国民の祝日「敬
老の日」に制定された。
〔出典：フリー百科事典ウィキペディア〕

人生40年・50年の時代は、40歳が長寿の始まりで、祝
いの節目を迎えることは大変大きな喜びでした。日本人
の平均寿命が、男性79歳、女性86歳となっている今は、
70歳からが長寿の始まりとするケースが増えました。ち
なみに60歳の還暦は「赤ちゃんに還る」の意味で、赤色
の、ちゃんちゃんこ・セーター・マフラーなどを贈ります。
また、70歳の祝いは「古希」ですが、これは「人生七十
古希稀なり」からが由来です。古希のお祝いとして、紫
色の座布団を送るケースが有りますが、これは無病息災
を表します。

平成24年度
袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付

第11回 袖ケ浦市シニアクラブ連合会
袖ケ浦市シニアクラブ連合会
第11回
袖ケ浦市シニアクラブ連合会
第11回

シニアクラブ会員が、日頃より練習の成果を
発揮する機会となっております。皆様おさそい
あわせのうえ、ぜひ会場に御来場ください。
日 程 9月26日（水）
場 所 袖ケ浦市民会館大ホール
内 容 カラオケ、踊り、詩吟、ダンス等
※入場無料
問合せ 袖ケ浦市シニアクラブ連合会事務局
袖ケ浦市社会福祉協議会（地域福祉係）

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7月1日〜7月31日
団体（敬称略）
袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ実行委員会
袖ケ浦市民謡舞踊連盟
ADEKA労働組合
合
計

金額（円）
399,651
100,000
70,000
569,651

芸能発表会の開催

※平成24年度4月からの累計額は1,040,912円です。

第11回 東日本大震災義援金報告
期間：平成24年6月19日〜7月31日（順不同）

第6回 袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会開催される

今年度で6回目となる袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会が7月13日（金）に
心配された天気にも恵まれ、盛大に開催されました。
46,280
172名のゴルファーの方々が、白熱したプレーを繰り広げ、大会を盛り上げて
46,280
いただきました。
※震災後からの累計額は1,568,630円です。
プレー終了後、表彰式が行われ、細矢春吉実行委員長より、399,651円を社会
寄せられた義援金は、社会福祉法人千葉県共
福祉協議会へご寄附いただきました。今後、社会福祉協議会の福祉事業に役立
同募金会を通じて被災地へ送られます。
たせていただきます。
また、東日本大震災義援金として、千葉県共同募金会を
司
相談者・問合せ
法 開 催 日 平成24年9月3日（月）より毎
通じて被災地へ46,280円を送らせていただきました。
書
千葉司法書士会 1043-246-2666
週月曜日及び水曜日（週2回）に実施（祝
参加者、実行委員の皆様並びにゴルフ関係者の皆様にご
士
特
長 常設の電話回線とします。相談
日・年末年始を除く）
に
協力を賜り、誠にありがとうございました。
よ 時
料、電話料金とも無料（フリーダイヤル）
間 午後2時〜5時
る
相 談 例 土地・建物の登記、会社の登
地域ぐるみ福祉推進標語 入選作
無 相 談 料 無料
料 相談方法 電話相談（70120-971-438）
記、日常生活のトラブル、相続、債務に
ち い き
ひ と
電
約 不要
関する相談、賃貸借トラブル、民事裁
話 予
相
判手続き等について
奈良輪小学校6年 太田 和希
談
団 体（敬称略）
袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ
実行委員会
合
計

金額（円）

あいさつは 地域の人との つながりだ

「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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ボランティア登録数
（平成24年7月1日現在）

●個人ボランティア：
190名

No.153

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」

（

※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。

30周年を迎えて

ボランティア連絡協議会とは？
ボランティアセンターに登録しているボランティアグループは54団体937名、個
人ボランティア190名（7月1日現在）で、そのうち23団体・個人1名が「袖ケ浦市ボ
ランティア連絡協議会に加盟しています。
この連絡協議会は、ボランティア信条（自主性・公共性・無償性・創造性）に基づ
き地域社会の福祉推進と、ボランティアグループの連絡・調整、相互啓発及び親睦
を図ることを目的としています。

日
場
内

●登録ボランティア団体：
54団体

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

時 8月25日（土） 午前10時〜12時
所 袖ケ浦市民会館 3階 中ホール（坂戸市場1566）
容 10時〜
式典
10時30分〜12時
30周年記念講演

※午後12時10分から市民会館2階「菜心味」で、懇親会を行います。
参加者 ボランティア連絡協議会加盟団体
ボランティアセンター登録ボランティア
参加費 500円／1人
申 込 当日会場にて、受付いたします。

会長

長嶋

）

忠雄

袖ケ浦町社会福祉協議会におきまして、昭和
53年から56年の3年間、千葉県より「地域ぐる
み福祉活動モデル地区」に指定され、より充実
した活動をするために昭和57年にボランティ
ア連絡協議会が結成されました。
ボランティア連絡協議会では定期的な運営
委員会の開催、研修会、
「V連協会だより」の発
行等の活動の他に、平成7年から毎年開催して
いる「ボランティアチャリティーショー」では収
益金を社会福祉協議会に寄付し、今年4月の開催で第16回を迎えました。
ボランティア連絡協議会が30周年を迎えられましたのも、関係各位の
ご協力並びに先輩方の努力の賜物であると考えます。
今後も会員一丸となり地域社会に貢献できるよう、なお一層努力して
参りますので、よろしくお願いいたします。

「あなたのボランティアを人生の喜びに変えよう」
講師：渡 一雄氏
NHK文化センター講師、日本社会事業大学理事・前大学
院特別客員教授、元三菱セミコンダクターアメリカ社長
参加者 ボランティア連絡協議会加盟団体・個人
ボランティアセンター登録ボランティア
一般市民（自由参加）
申 込 不要
問合せ 袖ケ浦市ボランティア連絡協議会事務局
（袖ケ浦市社会福祉協議会 ボランティアセンター）

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、個人1名

加盟団体一覧（平成24年7月1日現在

23団体・個人1名 473名）

1

袖ケ浦市ボランティア協会

13 八ツ手G

2

明るい社会づくり運動袖ケ浦

14 手話サークル「めだかの会」

3

袖ケ浦高校ボランティア同好会

15 紫陽花会

4

豊謡会

16 東洸会

5

椎の木グループ

17 フレンズ

6

絲友会

18 袖ケ浦やさしい街づくりの会

7

音訳グループ「やまゆり」

19 ボランティアグループ「つばさ」

8

施設活動グループ「あかり」

20 ベイスタイルフラ

9

のぞみ京の会

21 個人ボランティア

10 袖ケ浦ふれあい

22 手話ダンス虹

11 鼓扇会

23 KAZUSAフラ協会

12 さざなみ会

24 おもちゃ病院袖ケ浦

ボランティア募集
ボランティア募集

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

袖ケ浦学園「秋祭り」

東京都千葉福祉園「園まつり」

袖ケ浦学園では模擬店、ゲーム、出し物、
販売などのお手伝いをしてくださるボラン
ティアを募集しています。
日
時 9月22日（土）午前11時集合
午後2時解散（秋祭りの開催時間
は、午前11時30分〜午後2時）
活動内容 利用者の方のお手伝い、模擬店
手伝い、ゲームや販売のお手伝
い、駐車場案内。
開催場所 袖ケ浦学園
（上泉1767−21）
募集人数 20名
そ の 他 昼食は、当園で準
備いたします。
募集期限 9月10日（月）
申込・問い合わせ ボランティア
センター

東京都千葉福祉園（障害者支援施設）では、
利用者の方と地域の方との交流を深める場
として「園まつり」を開催します。
当日、利用者に付き添って一緒に園まつり
を楽しんでくださる方、販売等の補助をして
くださる方を募集中です。
日
時 10月14日（日）午前9時30分集合
午後2時解散（園まつりの開催
時間は、午前10時〜午後2時）
活動内容 利用者支援・行事補助業務
（販売等）
開催場所 東京都千葉福祉園（代宿8）
募集人数 10名
そ の 他 昼食は、当園で準備いた
します。
募集期限 9月18日（火）
申込・問い合わせ
ボランティアセンター

平成24年6月1日〜6月30日（順不同・敬称略）
桜井千恵 犬飼トラヨ 松永敬一 景山利雄
根津佳年 大塚ユリ子 鵜飼展子 安土敏夫
松田トメ子 高橋優紀 田中多恵子 中友忠
長嶋一浩 北村幹夫 斉藤利美
袖ケ浦自動車教習所 ㈱谷元電機
袖ケ浦市視覚障害者福祉協会
中富給食ボランティア
手話サークル「めだかの会」 蔵波台つくも会
東京都千葉福祉園 匿名10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 8月24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 9月2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

