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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

心配ごと相談所とは？
　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。

2月～3月の心配ごと相談日
日　　時 会　　場

2月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

2月27日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

3月6日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

3月１3日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

3月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

3月２7日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

※受付は15：30まで

企業・団体名（敬称略） 金額（円）
神納一区高齢者クラブ 9,044
ADEKA労働組合 60,000

合　　　計 69,044
※平成２５年度４月からの累計額は2,142,863円です。

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２6年1月１日～1月31日

職種・採用人数　嘱託職員　１名
業 務内容　放課後児童クラブの運営・企画等
勤 務 時 間　月曜日～金曜日　午前10時15分～午後７時
　　　　　　（祝日・年末年始除く）
受 験 資格　普通自動車運転免許
賃　　　金　袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託職員給与規程

に基づき支給します。（月額151,600円　交通
費別）社会保険加入

採用予定日　平成26年４月１日（１年更新）
試験の方法　面接試験（日時・場所は後日、お知らせし

ます。）
申込 方法　市販の履歴書に記入し、郵送又は持参くださ

い。
そ　の　他　保育士・幼稚園教諭・教員免許または放課後

児童クラブ指導員の経験あれば尚可
問　合　せ　社会福祉協議会（庶務係）

子どもたちの成長を共に見守りませんか♪

　「今寒がっている人のために、手助けできる人たちが助けたい」と根形中生徒
会が中心となって昇降口等で募金活動を行い、生徒会役員の石井健大さんと岩
田彩夏さんが代表して届けてくれました。

東日本大震災義援金を生徒会で集めました
～根形中学校～

非常勤ヘルパー非常勤ヘルパー随時募集中！随時募集中！
問合せ　社会福祉協議会（介護係） ☎60-7333

社 会 福 祉 協 議 会 職 員
募集

身近な地域で顔の見える関係づくりをしていきますでで をを身近な地域で顔の見える関係づくりをしていきます地区社会福祉
協議会

地区社協がめざすもの

顔の見える関係づくり みんなが支え合う福祉社会

シニアクラブ

学校

公民館 社会福祉施設 商店・企業

ボランティア
団体

住民

自治会民生委員・
児童委員

地区社協

　地区社会福祉協議会（以下地区社協）は、各地区の住民
や自治会、民生委員児童委員、ボランティア団体、学校、行政、
社会福祉関係者等、地域にいる様々な関係機関が「顔が見
える関係づくり」をすることによって、福祉サービスのネットワー
ク作りを進め「ふれあいと支えあいの精神に満ちた心豊かな
福祉社会」の実現を目指して活動しています。

　袖ケ浦市内には、「昭和地区」「長浦地区」「蔵波地区」「根形地区」
「平岡地区」「中富地区」の6つの地区社協があります。
　地区社協では、現在民生委員児童委員、自治会の役員、社会福祉関
係者、地域内の福祉施設職員、教育関係の代表及び地域団体、学識経
験者の方 を々中心に活動しています。

※各地区により内容は異なります。掲載の事業またはそのほかの事業に興味の
ある方がいらっしゃいましたら、社会福祉協議会（地域福祉係）までお問合せく
ださい。多くの方の参加をお待ちしています。

自治会や各種団体の方々のご協力が不可欠です！
各地域に必要なことを考え、活動していきたいと考えています。

　根形地区社協は、平成24年度から3年間、根形小学校・根
形中学校・袖ヶ浦高等学校ともに地域の福祉教育の推進に
努める千葉県の「福祉教育推進指定」を受けて現在活動し
ています。
　その一環として、根形地区社協事業推進委員が根形小1
年生の昔遊び教室の先生として参加しました。房総カルタ、め
んこ、けん玉、あやとり、お手玉、コマ回しで交流し、子どもたち
は御礼にと元気に校歌を斉唱し、手作りのメダルをプレゼント
しました。

昔遊び教室への協力【根形】

対象 70歳以上の高齢者
内容 お年寄りのご長寿をボランティアによ

る演芸や抽選会等でお祝いします。
　　　※平成25年度は台風のため、蔵波地

区以外は中止となりました。

敬老会【全地区】 わくわくサマーチャレンジ【昭和】

なごやか交流会【長浦・蔵波】

子育てサロン【平岡】 給食サービス【全地区】

ふれあい交流会【全地区】

シニア料理教室【昭和・根形・中富】

　子どもが自由に遊べ、保
護者がホッとできる「屋根
つきの公園」です！
期日　毎月第2木曜日（8月

除く）
時間　午前10～12時
場所　平岡公民館
参加費　無料（予約不要）
※おもちゃ病院併設

対象　70歳以上のひとり暮
らし高齢者

内容　バスに乗ってお出か
けし、交流を図りま
す。

対象　昭和小・奈良輪小の
児童及び保護者等

内容　車いす体験や視覚
障がい者疑似体験、
水鉄砲遊び等

対象　70歳以上のひとり暮らし高齢者
内容　月に1回、給食ボランティアが作ったお弁当または類

する物等を民生委員児童委員がお届けしています。

対象　高齢者
内容　調理実習を通じて

健康を保つ栄養の
摂り方を学ぶとともに、
交流を深めています。

対象　長浦・蔵波地区の児童及
び保護者

内容　地域の親子や子どもたち
と地域の大人が交流する
場

　　　※ながうら青空の会と共
催で実施しています。

1月20日、根形小体育館で行いました。

7月30日、久保田会館でネイチャーゲームや7月30日、久保田会館でネイチャーゲームや
工作をしました。工作をしました。

市内の地区社協

地区社協の活動

「地域のために活動したい！」
という方はどなたでも
参加できます。

一緒に活動していただける方を
大募集中です！

団体名（敬称略） 金額（円）
根形中学校 5,755

合　　　計 5,755
※震災後からの累計額は1,748,229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。

期間：平成26年1月1日～1月31日
第23回 東日本大震災義援金報告
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ボランティア登録数
（平成26年1月1日現在）

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：
242名

●登録ボランティア団体：
63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。

171No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　2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　3月2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　　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12月1日～12月27日（順不同・敬称略）

松本秀子　犬飼トラヨ　斎藤澄江　竹元悦子　髙橋優紀　鴨川重實　佐久山武夫　髙山洋子
松田トメ子　石井照代　大島省子　中村隆　中友忠　小野双葉　柴崎翔平　渡辺芳美
芝崎商事（株）　長浦マンドリンアンサンブル　奈良輪小学校　東京ガス（株）袖ケ浦工場

特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　蔵波台つくも会　ちばぎんＶネットクラブ
東亜海運産業　さつき台訪問看護ステーション　匿名１５名

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

　現在袖ケ浦学園では、男性用の衣類の寄付
をお願いしております。
サイズ　男性用　L、M
衣類の種類　Tシャツ、トレーナー、ジャージに限ります。着
用可能なものであれば、古着で構いません。
　洗濯済みのものをお願いします。
●衣類を持ち込む前に、袖ケ浦学園までご連絡ください。
●連絡・持ち込みについては、月～金の午前9時～午後5時
までにお願いします。
●衣類の状況によりましては、お引き受けできないこともご
ざいますのでご了承ください。
連絡・届け先
　袖ケ浦学園 袖ケ浦市上泉1767-21 ☎75-4585

　前回ご協力いただきました皆様、ご協力ありがとうござい
ました。ご寄附いただきました衣類につきましては、学園内
で有効活用させていただいております。（袖ケ浦学園より）

袖ケ浦学園からのお願い

ボランティア登録をしている皆様へ、
ボランティア登録更新の手続きをお願いします。

　現在ボランティアセンターにボラ
ンティア登録している方は、登録更
新手続きが必要となります。
　２月末頃から更新手続きの書類
を送付しますので、必要事項を記
入の上ボランティアセンターまで書
類の返送をお願いいたします。
　保険の関係もございますので、必
ず提出していただきます様よろし
くお願いいたします。

ボランティアセンターに登録している
ボランティア数
●個人ボランティア　242名
●グループ　63グループ
※63グループのうち23グループは、袖
ケ浦市ボランティア連絡協議会加盟
団体です。

　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
掲載を希望する月の前月10日までにボ
ランティアセンターまで連絡をくださ
い。

　ボランティア活動をしている方の、ステップアップ講
座を開催します。
　さらなる活動の飛躍のために、是非ご参加ください。
日　　時　3月6日（木） 午後1時～4時　
講　　師　日本ケア・カウンセリング研究所
　　　　　所長　品川博二氏
場　　所　社会福祉センター大会議室（袖ケ浦公園前）
対　　象　市内在住または市内で活動しているボランティア
　　　　　これからボランティアを始めたい方
定　　員　30名
参 加 費　無料
申込期限　2月28日（金）
申込・問合せ　ボランティアセンター

 ボランティアステップアップ講座 ボランティア募集
　東京都千葉福祉園（障害者支援施設）では、利用者の皆さんと地域
の皆様方との交流を深める場として、「お花見会」を開催します。
　当日、利用者に付き添って、一緒にお花見会を楽しんでくださる方、
販売やゲームコーナー等の補助をしてくださる方を募集します。
日　　時　4月6日（日）
　　　　　午前9時30分集合　午後2時解散
　　　　　（お花見会の開催時間は、午前10時～午後2時
活動内容　利用者支援
　　　　　行事補助業務（販売やゲームコーナー担当等）
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、当園で準備します。
募集期限　3月14日（金）
申込・問合せ　ボランティアセンター

3月6日（木）
開催

お
ら
知
せ

更新手続きの必要な方
●ボランティアグループ（毎年１回更新手続きが必要）
　更新手続きの書類を、代表の方に送付します。
　更新の必要なグループは、平成25年２月までに
登録しているグループになります。
●個人ボランティア
　平成25年３月までに登録している、個人ボラン
ティアの方。
　連絡先などに変更のある方は、ボランティアセン
ターまでご連絡ください。

　月に１回、第２金曜日の午後１時から４時、「きらく」代表の渡邉
雅江さんのご自宅（坂戸市場）を開放しています。参加者には90歳を

超える方も。
　「おしゃべりしたり、
お茶を飲んだりする場があると、『次も行かなく
ちゃ』と思えるから元気になるのよ。私も元気を
いただいているの」とは代表の渡邉さん。12月
に実施した会では歳末たすけあいの助成を受け、
ボランティアによる手品が披露されたり、みんな
で工作をしたりして楽しみました。

ありがとうございます
歳末たすけあい募金は市内で活かされています

ありがとう ざ ます
されてい歳末たすけあい募金は市内で活かされています歳末たすけあい募金は市内で活かされています

シルバー寄合所「きらく」
末 すけあ 募 市内 活 れ ます歳歳末 すけあ 募募 市内 活 れ ます
シルバー寄合所「きらく」シルバ 寄合所「きらく」シルバー寄合所「きらく」

12月に実施した会。皆さんで12月に実施した会。皆さんで
楽しくおしゃべりしました。楽しくおしゃべりしました。

約50年前、昭和小運動会の昼休み休憩中に行った約50年前、昭和小運動会の昼休み休憩中に行った
川間尻地区の余興の様子。「きらく」参加者が写ってお川間尻地区の余興の様子。「きらく」参加者が写ってお
り、昔話に花が咲きました。り、昔話に花が咲きました。

地域ぐるみ福祉推進標語

助け合い  あなたの勇気で  やさしい未来
昭和小学校　4年　安原 大和

入選


