
1 2013年（平成25年）6月15日

社会福祉法人 袖ケ浦市社会福祉協議会
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「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

平成25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25年5月1日～5月31日

団体（敬称略） 金額（円）
出光千葉陸上輸送協力会 100,000
親子キッドビクスモンキーズ 6,820
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会 270,000
匿名（2名） 50,500

合　　　計 427,320
※平成25年度4月からの累計額は463,033円です。

 平成24年度会計収支決算は、平成25年5月16日に監事による監査を経て、同月22
日の理事会で認定され、23日の評議員会において承認されました。ここに一般会計
及び特別会計の収支報告をさせていただきます。今後とも本会へのご支援ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年度会計収支決算報告

収　入 支　出

　社会福祉協議会では、毎年敬老会にて結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝
いし、記念品を贈呈しております。今年も多くの金婚のご夫婦からの申し込み
をお待ちしております。
対象者　昭和38年9月1日から昭和39年8月31日に婚姻され、ご夫婦ともに健
在で市内に住民票を有し居住している方（昭和38年8月31日以前に結婚され
金婚祝品の贈呈を受けていない方も対象）
申込方法　8月9日（金）までに袖ケ浦市社会福祉協議会へ戸籍謄本（発行か
ら3ヶ月以内）とご夫婦の氏名（ふりがな）、現住所、電話番号を書面にて持参
又は郵送してください。
※被災により避難されている方で対象となる方は、下記までご連絡ください。
問合せ　社会福祉協議会（地域福祉係）

金婚を迎えられる
　ご夫婦の皆様へ金婚式

ありがとう　元気な笑顔　地いきのおかげ
長浦小学校　5年　矢部　優輝　

地域ぐるみ福祉推進標語入選

経理区分 決算額
1 法人運営事業 76,327,366
2 地域福祉事業 3,197,535
3 ボランティア活動振興事業 19,851,082
4 共同募金配分金事業 9,171,507
5 福祉カー運営事業 411,391
6 福祉バス運営事業 885,182
7 福祉作業所運営事業 49,082,358
8 老人福祉会館運営事業 6,037,448
9 高齢者ヘルパー派遣事業 726,871
10 ミニデイサービス事業 2,160,181
11 貸付事業 2,509,292
12 放課後児童クラブ運営事業 13,011,440
13 介護保険運営事業 13,360,184
14 障害者介護事業 1,951,474
15 ファミリーサポートセンター運営事業 5,069,632
16 社会福祉基金事業 0
17 社会福祉センター運営事業(特別会計） 3,489,365

支 出 合 計 207,242,308

科　目 決算額
会費収入 7,915,900
寄附金収入 2,297,602
助成金収入 261,000
経常経費補助金収入 91,152,648
受託金収入 65,359,040
事業収入 9,652,628
貸付事業等収入 157,000
共同募金配分金収入 9,161,607
負担金収入 402,950
介護保険収入 14,310,181
障害者介護事業収入 3,243,369
雑収入 2,269,563
受取利息配当金収入 25,624
会計単位間繰入金収入 0
経理区分間繰入金収入 7,216,657
前期末支払資金残高 47,749,120

収 入 合 計 261,174,889

（単位：円） （単位：円）

賃借対照表

資
産
の
部

科　　目 本年度 前年度 比　較
流動資産 69,004,485 66,134,533 2,869,952
固定資産 184,619,089 189,294,585 △4,675,496
　基本財産 1,000,000 1,000,000 0
　その他固定資産 183,619,089 188,294,585 △4,675,496

資産の部合計 253,623,574 255,429,118 △1,805,544
負
債
の
部

流動負債 15,071,904 18,385,413 △3,313,509
固定負債 47,098,800 50,978,360 △3,879,560

負債の部合計 62,170,704 69,363,773 △7,193,069

純
資
産
の
部

基本金 1,000,000 1,000,000 0
その他基金 135,315,000 135,315,000 0
次期繰越活動収支差額 55,137,870 49,750,345 5,387,525
純資産の部合計 191,452,870 186,065,345 5,387,525

負債・純資産の部合計 253,623,574 255,429,118 △1,805,544

（単位：円）

 千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業所等へ
就職を希望する方を対象に、「福祉のしごと就職フェア・inち
ば」を開催します。
 内容は、求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者と
の個別面談や福祉職場に関する相談等を行い、福祉・介護
人材の確保と就労をサポートします。

開催日時 平成25年7月21日（日）午後1時～4時
会　　場 幕張メッセ国際会議場 コンべンションホール他

千葉市美浜区中瀬 2－1
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩 5 分）

参加方法 開催日当日、直接会場へお越しください。
参加費無料、履歴書不要 

問合せ先 千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター
☎043－222－1294
HP：http://www.chibakenshakyo.net/

福祉のしごと福祉のしごと
就職フェア就職フェア･in･inちばちば

平成25年度平成25年度

第1回第1回

　心配ごと相談所では、市内在住の方を対象に生活上のあらゆ
る相談に応じ広く地域住民の不安を受けとめ、その解決に向け
て適切な助言を行っております。心配ごと相談員は民生委員児
童委員、人権擁護委員、行政相談委員からなり、相談日には、1
会場につき、2名から3名の相談員で対応しております。
　相談は、「予約不要」で「無料」です。また、相談内容等につい
ては、「秘密を厳守」いたしますので心配ごと、悩み事がありま
したらご相談ください。

日　　時 会　　場
6/20（木）13：00～16：00 市役所・平川行政センター
6/27（木）13：00～16：00 市役所・平川行政センター・長浦行政センター
7/  4（木）13：00～16：00 平川行政センター・長浦行政センター
7/11（木）13：00～16：00 市役所・長浦行政センター
7/18（木）13：00～16：00 市役所・平川行政センター
7/25（木）13：00～16：00 市役所・平川行政センター・長浦行政センター

心配ごと相談所とは?心配ごと相談所とは?

予約不要で無料です。
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ボランティア登録数
（平成25年4月1日現在）

No.162 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」

●個人ボランティア：
217名

●登録ボランティア団体：
59団体

　内 ボランティア
　連絡協議会加盟団体：

23団体、個人1名（ ）
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。

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時 6月21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 7月7日（日）午前9時～10時　集合 C&Cスーパーのぞみ野マルシェ前（旧主婦の店のぞみ野店）　問合せ ボランティアセンター

1.ボランティアセンター活動に対する相談連絡業務 
 ……面接 828件　電話（FAX）1,327件
2.ボランティア登録者数【1,210名】
＊個人と団体の両方に登録している方を含みます。
＊個人ボランティア　【216名】   
（市内 184名（内学生11名）・市外 32名・（内学生3名））
＊ボランティアセンター登録団体【59団体　994名】 
（内ボランティア連絡協議会加入団体　23団体　1個人）

 3.施設・日常生活のボランティア　　　　　　             合計1,797名（参加延べ人数）
施設名 ボランティア内容 活動目安 人数

サニーヒル
うたクラブ・レクダンス 月1回 92名
傾聴 月3回 34名

袖ケ浦菜の花苑 洗濯物たたみなど 週2～3回 122名
メディケアーやまゆり 傾聴 月1回 24名
かずさディサービスセンター 将棋など 週3回 59名

ちいたの平川
傾聴、ヘアカット 月1回～5回 38名
演芸披露（オカリナ） 不定期 7名

ちいたの福王台 演芸披露（踊り、南京玉 ） 不定期 24名
グループホーム憩 傾聴 月1回 42名
グループホームならわの家 利用者対応、お話し相手 週2回、不定期 79名
メディケアーさざなみ 傾聴 月2回 39名
かもめの里 傾聴 月1回 11名
さつき台病院 受付案内、施設手伝い、花壇の手入れ、お話し相手 週4回～5回 229名
ケアセンターさつき 手話 不定期 19名

東京都千葉福祉園
日中活動 月1回～2回 98名
余暇支援 26名
環境整備 48名

ぽぴあキャリアセンター 作業の手伝い 週1回 8名
ぽぴあデイサービスセンター 利用者の見守り、散歩の付添い 週2回～4回 141名
袖ケ浦瑞穂 お話し相手、傾聴 月2回 4名
セントケアいわね 傾聴 月1回～2回 16名
みどりの風 傾聴 月1回 7名
みどりの丘 傾聴、囲碁、将棋 月1回～2回 24名

ガウランド
花壇の整備など 週2回～4回 141名
教室参加の子供の保育など 週3回 173名

平岡放課後児童クラブ 見守りや手伝いなど 週1回 46名
キッズパレット 子供たちと折り紙を折る 月1回 24名

4.袖ケ浦市社会福祉協議会の事業　　合計1,067名（参加延べ人数）

ボランティア内容 活動目安 人数
移送サービス（運転） 月1回～3回 35名
移送サービス（付添い） 月1回～3回 42名
ほっとテレホン 週1回 233名
いきいきサロン 週2回 122名
広報の音訳 月2回～5回 340名

古切手・プルタブの整理・広報紙発送の手伝い 月1回～4回 295名

5.行事・イベントなど　　　　　　　　　合計258名（参加延べ人数）

○袖ケ浦瑞穂・納涼祭○カトレアンホーム納涼祭・敬老会
○槇の実特別支援学校・槇の実プール・学校祭
○袖ケ浦市視覚障害者福祉協会・市民ふれあい夏まつりガイドヘルプ
○みどりの丘・納涼祭○みどりの風・納涼祭・敬老会○セントケアいわね敬老会
○袖ケ浦学園・秋祭り○市・袖ヶ浦市戦没者追悼式
○にじの会・にじの会親子のキャンプ
○手をつなぐ育成会・手をつなぐ育成会お楽しみ会
○社会福祉協議会・心身障がい者（児）の集い
○ぽぴあキャリアセンター・クリスマス会
○サニーヒル・忘年会○かもめの里・クリスマス会
○袖ケ浦のびろ学園・ひかりの学園・嬉泉祭りバザー

平成24年度 ボランティアセンター活動報告平成24年度 ボランティアセンター活動報告

平成24年
4月1日
～

平成25年
3月31日

施設名 ボランティア内容 活動目安 人数
いきいきクラブ 利用者のサポート 週1回 173名
たぬき工房 利用者の作業補助 週1回 48名
個人 衣類整理 1回 1名

ボ
ラン

ティアのみなさん

ボ
ラン

ティアのみなさん

ありがとうありがとう
 ございました。 ございました。

日　　時 7月20日（土）午後3時30分集合
～午後6時30分解散（雨天中止）

場　　所 特別養護老人ホーム
みどりの丘（下泉1424－3）

内　　容 出店の手伝い・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。（付添）

募集人数 15名
募集期限 7月10日（水）
申込・問合せ　ボランティアセンター

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25年4月1日～4月30日 （順不同・敬称略）　桜井千恵　犬飼トラヨ　石渡美紀子　濱口美和子　髙橋優紀　中友忠　山嵜好正　作久山武夫　鴨川重實　小林利子　石渡榮　松田トメ子
根津佳年　手話サークル「めだかの会」　昭和小学校　いきいきクラブ　嬉泉福祉交流センター袖ケ浦のびろ学園　特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　老人保健施設カトレアンホーム　
東京都千葉福祉園　チヨダウーテ㈱　老人福祉会館　神納区出津分区三班B　袖ケ浦市視覚障害者福祉協会　東京酸素窒素株式会社総務部　蔵波台つくも会　匿名 20 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。

1年間で集まった収集物は、各団体に
寄付させていただきます。
○ペットボトルキャップ…………1,450kg
○プルタブ…………………………115.165kg
○古切手……………………………14.223kg
○使用済カード……………………579枚
（テレホンカード、ハイウエイカード、
クオカード、図書カードなど）
○ベルマーク………………………2,315枚
※現在プルタブの回収は、しておりません。
すでに集めてあるものにつきましてはボランテ
ィアセンターまでご相談ください。

ボランティア募集

平成24年度収集報告平成24年度収集報告

「特養 みどりの丘」納涼祭の
お手伝いをしてくださる
ボランティア募集

日　　時 7月30日（火）午前10時～12時　
場　　所 社会福祉センター　大会議室（袖ケ浦公園前）
対　　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。
定　　員 30名（先着順）
参 加 費  無料
申込期限 7月12日（金）
申込・問合せ ボランティアセンター

夏休みファミリーボランティア講座
７/３０（火）
開催

親子で参加できるボランティア講座を開催します。親子で参加できるボランティア講座を開催します。
視覚障がいについて、
お話を聞く。知る

福祉用具や身の回りにある
視覚障がい者の方のための
器具や設備について

見る

アイマスクで目隠し
・いろいろ触って確かめよう。
・室内・外を歩いてみよう。

体験

「目が見えにくい、
 見えないって、どういうこと？」

視覚障がい者について知る
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