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赤い羽根共同募金は地域で活かされています！
赤い羽根はあなたの
優しさのシンボルです。

地域福祉活動のために
昭和・長浦・蔵波・根形・平岡・中川富岡の各地区社
会福祉協議会の活動に助成し、
「市民皆が支え合い、
一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまち」の実
現に取り組んでいます。

昭和22年から始まった「赤い羽根共同募金運動」は
みなさんのやさしい心に支えられて、68回目を迎えました。
今年も10月から12月に赤い羽根共同募金、12月に歳末たすけあい募金が全国一斉に行なわれます。

共同募金は計画募金です。

さまざまな募金活動を実施しています。

共同募金は、事前に地域内の社会福祉施設や社会
福祉団体、ボランティア団体等から活動のための資
金ニーズを取りまとめ、使いみちの計画を立ててか
ら募金を行います。

①戸別募金
市政協力員を通じご協力をお願いしています。

袖ケ浦市の目標額489万円

市内JＲ駅や商業施設等でボランティアの協力を得
て実施しています。

敬老会を開催します
70歳以上の方のご長寿を祝し、これからも元気に
過ごしてほしいという願いを込め、各地区社会福祉
協議会主催で敬老会を開催します。
皆様のお越しをお待ちしております。
対象者 70歳以上の市民の方
内 容 ボランティアの皆さん等による演芸や金婚
（結婚50周年）記念品の贈呈など
主 催 市内各地区社会福祉協議会
開催日・場所

９月15日
（月・祝）

10月26日
（日）
問合せ

地区名
昭 和
長 浦
根 形
平 岡
中 富

場所
市民会館
長浦公民館
根形公民館
平岡公民館
平川公民館

開演時間
12：30
14：00
13：00
12：30
13：00

蔵 波

蔵波小学校

13：00

社会福祉協議会（地域福祉係）

心配ごと相談所とは?

9月〜 月の心配ごと相談日

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。
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日
時
9月18日
（木）
13：00〜16：00
9月25日
（木）
13：00〜16：00
10月2日
（木）
13：00〜16：00
10月9日
（木）
13：00〜16：00
10月16日
（木）
13：00〜16：00
10月23日
（木）
13：00〜16：00

会
場
・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター
・平川行政センター
・長浦行政センター
・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

長浦地区なごやか交流会で
割り箸鉄砲体験中！
！
うまく当
たるかな！
？

お年寄りのために
給食サービス
ひとり暮らしのお年寄りに給食ボランティアによ
る手作りの昼食を届けたり、会食して交流を深め
ています。
敬老会
７０歳以上のお年寄りを対象に市内６地区の公民
館や体育館で実施し、長寿をお祝いします。
ゆりの里での募金活動
ドイツ村での募金活動
金婚祝
③法人募金
結婚５０周年を迎えたご夫婦に敬老会の席上に
企業に募金のご協力をお願いしています。
おいて祝品を贈ります。
＊株式会社等、法人からの寄付は、法人税法によ
障がいのある方のために
り「全額損金」とすることができます。
心身障がい者（児）の集い
心身に障がいのある方とその家族を老人福祉会
④職域募金
館に招き、ボランティアによる演芸やゲームを行い
官公庁等の従業員の方にご協力をお願いしています。
交流を深めます。
子どもたちのために
⑤学校募金
子どもたちの健全育成を推進するために各種団体
福祉教育の一環として、共同募金の趣旨と「お互
やイベント等に助成を行っています。
いにたすけあうことの大切さ」
「社会福祉の必要
・子どもスポーツ大会 ・房総こどもかるた大会
性」の理解を深めるため、生徒にご協力をお願い
・ジュニアリーダースクラブ
しています。
・青少年相談員連絡協議会 ・私立保育所 等
その他の事業
⑥歳末たすけあい募金
その他にも共同募金運動に係る広報活動の実施
市内に住む誰もが明るいお正月を迎えられるよう
や市内で災害等に遭われた方への災害見舞、災害ボ
に、地域で支え合うための募金です。市政協力員
ランティアセンター運営に係る必要物品の購入等を
を通じご協力をお願いしています。
行っています。

目標額の６０％と目標額を超えた額が袖ケ浦市社
会福祉協議会へ、残りの４０％が県内の民間福祉施設
やボランティア団体活動を支援するために役立てら
れています。また、大規模災害の発生等に対応するた
め、災害等準備金を積み立てています。

開催日

蔵波地区なごやか交流会で
輪投げ体験中！
！

②街頭募金

東京都千葉福祉園

園まつり

日 時 平成２６年１０月５日（日）
１０
：
００〜１４
：
３０ 雨天決行
場 所 東京都千葉福祉園
総合訓練センター及び桜並木周辺
催し物 生産品販売・フリーマーケット・模擬店

平成26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８月１日〜８月３１日
団体・個人
（敬称略）
髙橋 優紀
合
計

金額
（円）
3,000
3,000

※平成２６年度４月からの累計額は879,404円です。
個人
（敬称略）
竹田 はるみ

音楽、太鼓、踊りなど
駐車場につきましては、係員の指示・誘導に
従ってください。
問合先 東京都千葉福祉園
千葉県袖ケ浦市代宿8
園まつり担当
和田
☎０４３８
（６２）
２８４２
その他

非常勤
ヘルパー
随時募集中！
入選

・派遣先は袖ケ浦市内です。
・勤務日数・時間等はご相談下さい。
・有資格者で、ブランクのある方も安心して就労
できるように研修も充実しています。
問合せ 社会福祉協議会（介護係）
☎６０-７３３３

地域ぐるみ福祉推進標語

物品名
リハビリパンツ３袋
テープタイプパンツ５袋
尿とりパッド１袋

この町を 笑顔でつながる ふくしのわ
※学年は第６回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

蔵波小学校 6年 在原 弘大

ただし、受付は15：30まで

「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26年7月1日現在）

●個人ボランティア：
264名
●登録ボランティア団体：
63団体

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

No.178

※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。

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、個人1名

）

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集
街頭募金ボランティア

面会ボランティア

「じぶんの町をよくするしくみ。」
赤い羽根共同募金の街頭募金活動を下記の日程で行います。
一緒に、活動を手伝っていただけるボランティアを募集します。
【実施場所】

東京都千葉福祉園では、面会のない利用者さんの「面会ボ
ランティア」をしてくださる方を募集しています。
日
時 毎月第二日曜日 午前10時〜午後2時の間の２時
間程度（当面は、土曜日、
日曜日の都合の良い日）
内
容 利用者さんのお話し相手・園内の散歩・売店での
買い物の付添をしてくださる方。
募集人員 ２名 （女性を希望）
場
所 東京都千葉福祉園
所 在 地 袖ケ浦市代宿８
申込・問合せ ボランティアセンター

日

付

10月1日（水）

10月2日（木）
10月5日（日）
11月15日（土）

場
所
ＪＲ袖ケ浦駅
ＪＲ長浦駅
ゆりの里
袖ケ浦バスターミナル
ダイエー長浦店
袖ケ浦バスターミナル
ゆりの里
東京ドイツ村

時
間
7:00〜8:30
7:00〜8:30
11:30〜12:30
7:00〜8:30
16:30〜18:00
8:00〜10:00
11:00〜12:30
15:30〜17:00

・空いている時間でお手伝いください。
１日から活動に参加でき
ます。
申込・問合せ ボランティアセンター

夏休みボランティア講座報告
夏休みボランティア講座「障害者について知り、共生の理念を学
ぶ」を、
８月２２日（金）に開催しました。
講師に東京都千葉福祉園支援課の職員を迎え、知的障害者につ
いてや、園での生活・作業についての
お話をしていただきました。
また、実際にみなさんが行っている
作業も見学させていただきました。
参加者からの声♪
○ボランティアについての話を聞い
講座の様子
て良くわかるようになりました。
○障害を抱えている方達が、みな明る
く元気だったので驚きました。
○施設の作りが、障害を持っている方
の事を考えて作られていると感じま
した。
手作り作品の見学
○将来の仕事に生かせるような価値
観を学ぶことができたので良かった。
今回は少人数での講座になりましたが、お互いの距離が近い温か
な雰囲気での講座でした。
今後“こんな「夏休みボランティア講座」をやってほしい！”という
ものがありましたら、是非ボランティアセンターまでご連絡ください。

本家 ちいたの
日中活動充実のため、一緒に楽しく活動をしていただける方
を募集しています。
お気軽にお問合せ下さい。
日
時 毎週月〜金 午前１０時３０分〜午後３時３０分のうち、
１時間〜２時間程度のご都合の良い日
内
容 利用者の見守り、散歩の付き添い 等
場
所 本家 ちいたの
所 在 地 袖ケ浦市福王台1-2-2
申込・問合せ ボランティアセンター

かずさデイサービスセンター・
ショートステイサービスセンターでのボランティア
デイサービス・ショートステイサービスでの余暇活動の充実の
ため、一緒に楽しく活動をしていただける方を募集しています。
日
時 週１回 30分〜60分程度
午前１０時〜１１時又は午後２時〜３時３０分のいずれ
か都合の良い日
内
容 ○お話し相手
○演芸ボランティア（歌、踊り、楽器演奏、手品、紙芝居 等）
○手芸ボランティア（折り紙、切り絵、絵手紙 等）
そ の 他 お昼にかかる場合は、お弁当が出ます。
場
所 かずさデイサービスセンター・ショートステイサービ
スセンター
所 在 地 袖ケ浦市上泉1767-21 駐車場あり
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

る

い

福王台在住：飯島瑠唯君とご両親

●おしゃべりサロン「ひびき」
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩）

○７月の暑い中、両手いっぱいにペットボト
ルキャップを持って元気よく届けてくださ
いました。
ご家族で、収集に協力してくれています。
収集のご協力いただいているみなさま、た
くさんの収集物がボランティアセンターに集
まっています。
あたたかい気持ちを、大切に使わせていた
だきます。
ペットボトルキャップはリサイクル業者で
換金し、
「世界の子どもにワクチンを日本委
員会」に寄付しています。

（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7月１日〜7月３1日（順不同・敬称略）

西沢芳夫 石渡榮 佐久山武夫 髙橋美佐子 横山弘子 飯島瑠唯
加藤三保子 中友忠 河内清 武藤ゆみ子 渡辺洋子 大塚ユリ子
根津佳年 桜山よし子 髙橋史紀 斉藤すみ子 石渡美紀子 柴崎翔平
松田トメ子
いずみ鮨 手話サークル「めだかの会」 （株）一条工務店千葉
蔵波台つくも会 さつき台病院 袖ケ浦クリーンアップ ダスキン袖ヶ浦店
長浦マンドリンアンサンブル （株）みどりの風袖ヶ浦 ガウランド
袖ケ浦市役所 袖ケ浦市民会館 臨海スポーツセンター
匿名１０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。

日時 9月26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
日時 10月5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

