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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

HappyワンポイントHappyワンポイント
今月の

　本コーナーは、「今日のあなたの幸せが
周りを幸せにする」をテーマに、毎日を楽
しく過ごすための気持ちの切替方法を紹
介していきます。

コーナー担当コーナー担当：橋 洋子（51歳）：橋 洋子（51歳）
看護師・介護支援専門員。NPO法人ほがらか代表。市看護師・介護支援専門員。NPO法人ほがらか代表。市
内高谷で「百笑（ひゃくわらい）」というデイサービス内高谷で「百笑（ひゃくわらい）」というデイサービス
運営。「地域がまるごと家族」をモットーに活動中。家運営。「地域がまるごと家族」をモットーに活動中。家
族は夫・子ども2人・ネコ1匹。高谷在住。族は夫・子ども2人・ネコ1匹。高谷在住。

　他人の言動で傷ついたとき、とても落
ち込み、心が折れそうになり、何もかもが
嫌になることもあります。でも、その原因
を考え反省できたらきっと前に進めます。
「私を磨いてくれる砥石の人」だと思い、
一歩心を前に進めましょう。必ず状況は良
くなること間違いありません。
　今日も一日ハッピー(^o^)

他人の言動で傷つき、へこたれても
それを受け止め反省し、
謝ったら執着しない。

　平川地区貸衣裳は、昭和28年に当時の
婦人会がお互いの冠婚葬祭の際に役立て
ようと自宅の礼服を寄付して始まりました。
助けあいの精神を基本とし、安価な貸出
料金ながら少しずつ新しい衣裳もそろえて
おり、口コミで人気が広がっています。貸出
で得た資金の一部は地域福祉への貢献を
と、毎年社会福祉協議会へ寄付していま
す。

●貸出日　月・水・金（祝日除く）
●時　間　午前10時～午後3時
●場　所　三箇502-6（国道409号沿

い・スエヒロ建設㈱前）
 ※4/1、平川商工センター2F（きみしん前）から移転しました。

●種　類　打掛・振袖・色留袖・留袖七五三・産着・紋付
袴・喪服他

●料　金　5日間5,000円～
●問合せ　☎75-5570（貸出時間内のみ対応）

基本目標１基本目標１　社会福祉協議会の基盤強化の
推進

基本目標２基本目標２　支えあいの福祉ネットワークの
推進

基本目標３基本目標３　福祉サービス事業の充実

基本目標４基本目標４　広報・啓発・相談事業の充実

基本目標５基本目標５　生活援助活動の充実

基本目標６基本目標６　福祉諸団体支援の推進

基本目標７基本目標７　施設の管理運営の推進

　社会福祉協議会は、地域のみなさまと相互に協力しあ
い、子どもからお年寄りまで、住み慣れた地域で充実した
生活を送ることができるよう、様々な福祉サービスを行っ
ている団体です。
　事業を行う費用は、皆さまから寄せられた寄付金、赤い
羽根共同募金配分金、補助金、委託金に加え、現在、市政
協力員（区長、分区長、自治会長）を通じてお願いしてい
る会費を財源としております。
　より一層の地域福祉の充実のため会員としてご支援を
お願いいたします。
　また、会社等の各種法人による法人会員のご支援も併
せてお願いいたします。
＊区、自治会に加入されていない方は、社会福祉協議会、
市地域福祉課、各行政センターで受付を行っております。

　社会福祉協議会は、社会福祉法に規定された公共性の
高い団体として、地域住民の参加を促進し、行政機関、福祉
関係団体等と連携を深め、袖ケ浦市における社会福祉事業
及び地域の社会福祉に関する活動を促進し地域福祉の推
進を図ります。

　社会福祉協議会は、地域福祉活動計画に基づく「市民
皆が支えあい、一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまち」
を基本理念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立
し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域社会を実
現するため、次の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

地域福祉地域福祉のためにのために
会費会費のの協力協力ををおお願願いします。いします。

◇一 般 会 員　1口　500円
◇賛 助 会 員　1口　1,000円
　＊公務員の方のいる世帯
◇特別賛助会員　1口　2,500円
　＊袖ケ浦市職員で課長職以上の方のいる世帯等
　賛助・特別賛助会員は対象の方でご賛同をいただけ
た方にお願いしています。
◇法 人 会 員　1口　10,000円

会　
　

費

平成26年度をもって地域福
祉活動計画の計画期間が
終了することか
ら、次期計画
の策定を行い
ます。

地域福祉の推進や社会福祉協議会の活動
推進には、住民の理解が不可欠です。住民
の立場に立った情報提供するため、引き続き
「社協だより」を毎月１回発行し、広く市民に
情報が行き渡り、福祉思想の啓発と住民の自
主的な福祉への参加、連携を進めます。

日常生活を送る上で、十分な判
断ができない方や体が
きかない方が地域で
安心して生活ができる
よう日常生活自立支援
事業を実施します。

地域福祉活動計画の策定広報・啓発活動の充実権利擁護事業の推進

基本方針 基本目標

社会福祉法人社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画平成26年度

ご存じですか？ 平川地区貸衣裳ご存じですか？ 平川地区貸衣裳 ★4月1日移転しました

補助金及び受託金・助成金 137,398千円
共同募金配分金収入 11,445千円
社会福祉協議会費 7,717千円
事業収入 34,037千円
寄付金収入 2,501千円
その他収入 25,138千円

合　　　計 218,236千円

区　分 予算額 内　訳

法人運営事業 70,401千円
日常生活自立支援
事業 93千円

他

地域福祉事業 5,194千円

心配ごと相談事業 160千円
助成事業 971千円
地域福祉大会 259千円
広報事業 3,804千円

ボランティア活
動振興事業 20,577千円

地区社会福祉協議会事業 1,465千円
ボランティアセンター運営事業 1,231千円
移送サービス事業 792千円
電話訪問事業 8千円
ボランティア保険 480千円
他

共同募金配分
金事業 11,864千円

地区社会福祉協議会助成金 3,486千円
福祉団体助成 530千円
火事見舞い 300千円
歳末助けあい募金見舞金 4,400千円
共同募金特集号等発行 1,890千円
他

福祉カー運営事業 480千円 リフト付車両の貸出
福祉バス運営事業 1,022千円
福祉作業所運営事業 52,611千円
老人福祉会館運営事業 6,069千円
ホームヘルパー派遣事業 938千円
ミニデイサービス事業 2,522千円
貸付事業 3,931千円 生活福祉資金等の貸付
放課後児童クラブ事業 15,360千円
介護保険運営事業 23,962千円
障害者介護事業 3,284千円
福祉基金事業 21千円
合　　　計 218,236千円

一般会計収入総額…………218,236千円

一般会計支出総額…………218,236千円

一般会計予算の内訳
及び特別会計予算

平成
26年度

社会福祉センター受託・運営事業 3,584千円
合　　　計 3,584千円

特別会計 収入・支出総額 …… 3,584千円

　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39年９月１日から昭和40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39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８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下さい。
※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）

金婚を迎えられる金婚を迎えられる
ご夫婦の皆様へご夫婦の皆様へ
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ボランティア登録数
（平成26年4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：
253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。

173No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　４月２５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　５月4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

　今年もリアカーにたくさんのペットボ
トルキャップを載せて、「根形小学校ボ
ランティア委員会」のみなさんが来訪。
　根形小学校で集めた、１年分のキャッ
プを寄贈してくださいました。集まった
キャップをボランティア委員会のみな
さんが、選別をしてくださっているそう
です。本当に、ありがとうございます。
　ペットボトルキャップは業者で換金し
たお金を、「世界の子どもにワクチンを　
日本委員会」へ寄付しています。

日 　 時  5月25日（日）午前9時50分～午後3時30分
場　　所　袖ケ浦市民会館　大ホール
内　　容　ボランティアによる歌、踊り等＊お楽しみ抽選会もあります。
入 場 券　1,000円
　　　　　（収益金の一部を、袖ケ浦市社会福祉協議会に寄付します。）
　　　　　＊入場券はボランティアセンターで販売中、当日券もあります。
主　　催　袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
問 合 せ　ボランティアセンター

日 　 時  4月27日（日）12時30分～３時30分（受付時間は12：00～）
場　　所　君津市生涯学習交流センター
講　　師　武藤直子先生（親子相談センター所長・臨床心理士）
参 加 費  無料
申込期限　4月25日（金）
申込・問合せ　ボランティアセンター

　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
をもっている方を、ボランティアが送迎する「移送サービス事業」を行っ
ています。
　現在運転・付添のボランティアを募集しております。
　月1回からで構いません。ご都合の良い日時に合わせて、コーディネー
ターが活動日を調整します。
【募集内容】
【運転ボランティア】…社協所有の車を運転ボランティアが運転
・運転免許を取得して3年以上が経過している方。
・袖ケ浦教習所にて、運転安全講習を受講してからの活動になります。
次回の安全講習は、6月を予定しています。
※運転ボランティアの年齢の上限は、満70歳までです。
【付添ボランティア】…利用者の付き添い
　利用者の受診の際に車の昇降や、病院の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。
※付添ボランティアの年齢の上限は、満75歳とします。
【活動時間】月に1～2回程度、ご都合の良い日（平日）3～5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、会員宅から病院等へ

の送迎です。行き先は袖ケ浦市、木更津市、市原市です。
【申込・問合せ】社会福祉協議会（地域支援係）

活動の内容や時間については、ご相談ください。
・余暇活動充実のため、
歌（童謡・民謡）・体
操・折り紙・塗り絵な
ど、入所者の方と一緒
にやっていただける方。

・リネン交換・洗濯物た
たみなどを、手伝って
いただける方。

①ボランティアセンターに、電話で申し込み。
　　　　↓
②ボランティア登録と活動先や活動に内容につい
ての打ち合わせ。

　　　　↓
③ボランティアコーディネーター
も同行し、施設で活動について
の打ち合わせ。

　　　　↓
④活動開始
申込・問合せ　ボランティアセンター

袖ケ浦市高谷にあります通所介護の施設です。
この地域が丸ごと家族になれたらいいな～という思い
から始めました。
畑仕事・庭の草取り・お年寄りとのおしゃべり・外出時
のお手伝い・ご飯作り・お
菓子作りなど何でも構い
ません。
皆さんのできる時間、でき
ることをお手伝いしてい
ただけると嬉しいです。

施設でのボランティア募集！！ ～人と関わることが好きな方。あなたのやさしさを待っている人がいます。～

自閉症啓発デー記念講演
「気になる子への丁寧な子育てと支援」～家庭、保育、教育、各支援機関では～

団体・個人名（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦市職員会ＫＦＧＣ会 7,300
長浦さつき台長寿会 2,233
三井化学労働組合千葉支部 49,415
平成25年度 根形公民館男性セミナー講座生一同 3,527

合　　　計 62,475
※平成２５年度４月からの累計額は2,405,338円です。

平成25年度
袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付

平成26年3月31日をもちまして、千葉県共同募金会を通じ
ての東日本大震災の義援金の受付を終了しました。平成
23年3月11日以来の義援金受付総額は1,764,048円と
なりました。
寄せられた義援金全額が千葉県共同募金会を通じて被災
された方々へ届けられます。なお、日本赤十字社（市役所地
域福祉課受付）では、対象を東北4県に限って引き続き受付
を行っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

東日本大震災義援金に
ご協力ありがとうございました

第１８回 ボランティアチャリティーショー

君津地区自閉症協会君津地区自閉症協会（にじの会）（にじの会）
講演会のお知らせ講演会のお知らせ

急募

募集中

移送サービス 運転付添ボランティア募集

特別養護老人ホーム
「和心苑（わしんえん）」（神納２８４０－１）

「百ひゃくわらい笑」デイサービス（高谷1365）

地域ぐるみ福祉推進標語

地域の輪  一人一人が  考える
根形小学校　４年　吉岡 真里亜

※学年は第6回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

入選

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２６年２月１日～２月２８日（順不同・敬称略）

桜井千恵　太田洋子　石渡美紀子　中友忠　佐藤八千代　小野双葉
髙橋佳代子　小林佐千子　根形小学校　蔵波台つくも会
チヨダウーテ（株）　八ツ手Ｇ　手話サークル「めだかの会」

県営ゆうしん会　長浦マンドリンアンサンブル　東京酸素窒素（株）
更生保護女性会
匿名５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。

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。

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３月１日～３月３１日

申込から活動までの流れ

根形小学校のみなさん根形小学校のみなさん
ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。

4月～5月の心配ごと相談日
日　　時 会　　場

4月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

4月24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

5月1日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

5月8日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

5月15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

5月22日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

※ただし、受付は15：30まで

第25回 東日本大震災義援金報告
期間：平成26年3月1日～3月31日

団体・個人名（敬称略） 金額（円）
（株）ジェネッツ　袖ケ浦営業所 7,307
髙橋　優紀 3,110
社会福祉協議会募金箱 1,392

合　　　計 11,809


