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【当日の予定】
メイン会場：地域福祉功労者、地域ぐるみ福祉推進標語の表彰
【市内団体発表】
福王台保育所 ： 踊り
昭和小学校 ： 合唱
昭和中学校 ： 管弦楽部演奏
袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会 ： 踊り
袖ケ浦市シニアクラブ連合会 ： 寸劇、踊り
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会 ： 舞踊、ボランティア体
験発表
坂戸市場区（昭和地区自治連絡協議会） ： 太鼓演奏、神楽

歳末たすけあい
募金見舞金

心身障がい者（児）の集いは、参加者同
士が交流を深めるとともに自立と社会参
加意欲の高揚を図るために開催してい
ます。
ご興味のある方は是非参加してください。
日　　時　平成26年12月2日（火）
　　　　　午前10時30分～午後2時00分
場 　 所　老人福祉会館（袖ケ浦公園内）
対 　 象　市内在住で身体障害者手帳、

療育手帳、精神保健福祉手帳
所持者又は、それに準ずる者

内 　 容　参加者全員でのゲームやカ
ラオケなどのレクリエーショ
ン

参 加 費　300円（昼食付）
主 　 催　社会福祉協議会
申込期限　平成26年11月20日（木）
申込方法
①心身障害者（児）福祉会、聴覚障害者
協会、視覚障害者福祉協会、手をつなぐ
育成会に加入している方は各会宛にお
申込みください。
②各会に加入されていない方は市社会
福祉協議会までお申込ください。
そ の 他　市バスで巡回送迎します。
　　　　　詳細は問合せください。
問 合 せ　社会福祉協議会（地域福祉係）

日　時 平成26年11月24日（月曜日：祝日）
場　所 袖ケ浦さつき台病院
講演会内容　「健康で豊かに生きるために」10：30～11：45

第 1 部 いくつになっても前向きに
 講　師 猪狩友行先生
　　　  「理学療法士による健康体操」
第 2 部 運動と栄養　～歩くことの大切さ～
 講　師 竹内正人先生

催し物　バザー・飲食店・血管年齢測定・歩行年齢測定　など
問合せ　社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院　ゆずの里
　　　　TEL：38－4408　担当（手島：本多）

「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9月１日～9月30日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
医療法人社団恒久会 49,783
匿名 3,194
合　　　計 52,977
※ 平成２６年度４月からの累計額は932,381
円です。

あいさつは　明るい町の　合い言葉
蔵波小学校　6年　佐久間　美空

地域ぐるみ福祉推進標語入選

※  学年は第６回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時の
　ものです。

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、悩みごとがありましたらご相談ください。 

日　　時 会　　場
10月16日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

10月23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

11月6日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

11月13日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

11月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

11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

ただし、受付は15：30まで

10
月
〜
11
月
の
心
配
ご
と
相
談
日

第7回袖ケ浦市地域福祉フェスタ第7回袖ケ浦市地域福祉フェスタ

その他会場 ： 組みひも体験、簡単工作教室、福祉クイ
ズコーナー、袖ケ浦市商工会一店逸品運動のPRなど
スナッグゴルフ体験（※スナッグゴルフは簡単に打つこ
とができる簡易版ゴルフです。）など
☆当日は各会場を回る子ど
も向けスタンプラリーを実
施します。
チェックポイントを回った
方に景品をプレゼント!
問合せ　社会福祉協議会
　　　  （地域福祉係）

テーマ『育てよう 未来につなげる 福祉のこころ』

対象世帯
1.生活困難世帯
生活困難世帯とは、生活保護基準額の概ね
1.7倍の収入を目安とします。
地区の民生委員児童委員へご相談ください。
*申請時に生活の状況を確認しますので、予
めご了承ください。
*生活保護受給世帯及び法外援護を受給し
ている世帯は除きます。
○申請方法
ご本人からの申請が必要となります。担当地
区の民生委員児童委員へご相談ください。
○申請期間11月1日（土）～11月14日（金）
2.ひとり親世帯
児童扶養手当を受給している世帯です。児
童扶養手当支給決定書類に、歳末たすけあ
い募金見舞金の申請書を同封しますので、
申請方法・期間等は同封の案内により申請し
てください。
問合せ　社会福祉協議会（地域福祉係）

歳末たすけあい募金見舞金とは・・・
「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環
として「みんなでささえあうあったかい地域づくり」を
スローガンに、地域住民やボランティア、民生委員
児童委員、社会福祉関係者の協力を得て、誰もが
地域で安心して温かいお正月を迎えることができる
ように支援するものです。

平成26年度平成26年度
心身障がい者（児）の集い心身障がい者（児）の集い

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。
1開催日時 平成26年11月9日（日）　午後1時～午後4時
2会　　場 幕張メッセ国際会議場　コンベンションホール他
 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）
3参加方法 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
4問 合 せ 千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
電話：043－222－1294　HP：http：//www.chibakenshakyo.net/

平成26年度第2回
「福祉のしごと就職フェア・inちば」

さつき会
ふれあい祭り

模擬店の販売

焼きそば、フランクフルト、おでん、焼
きまんじゅう、パン・お菓子、からあげ
など飲食物の販売、社会福祉施設作
製の革・ビーズ製品・手工芸品の販売

閉会後に
お楽しみ抽選会を
実施します。
豪華賞品が
当たります。

日時　平成26年11月30日（日）
時間　午前10時30分～午後1時30分（予定）
会場　袖ケ浦市民会館　全館（坂戸市場1566）

主催　袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会
　　　社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会
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ボランティア登録数
（平成26年7月1日現在）

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」

　内 ボランティア
　連絡協議会加盟団体：
　　23団体、個人1名

●個人ボランティア：
264名

●登録ボランティア団体：
63団体

（ ）
※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。

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）　　0438-63-0825179No.

　袖ケ浦市社会福祉協議会では「障がい者（児）の集い」でお手伝
いをしてくださるボランティアを募集しています。
ボランティアの内容は受付や会場の手伝いなどです。
　今年の「集い」も楽しい内容を企画中!!参加者、ボランティア、み
んなで一緒に楽しい一日を過ごしましょう!!
日　　時 平成26年12月2日（火）午前9時集合・午後3時解散予定
 （集いの開催は午前10時から午後2時）
開催場所 老人福祉会館（飯富2497－1・袖ケ浦公園内）
ボランティア内容　会場準備、受付、レクリエーション補助
募集人数 8名
そ の 他 昼食をご用意いたします。
募集期限 平成26年11月20日（木）
問合せ先 ボランティアセンター
たくさんのボランティアのご応募お待ちしております!!

　市では多くの方が介護予防の取り組みを継続できるよう、地域で介
護予防を支援する方を養成します。
　簡単にできる体操やレクリエーション、高齢期の運動機能の維持や
改善に必要な知識を学んでいただきます。
　修了後は地域において介護予防の普及啓発や介護予防の取り組みへ
の支援をお願いしたいと考えています。ご自身の健康づくりとしても有
効ですので、ぜひご参加ください。

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　１０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　１１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

【プログラム】全日程2日間
1日目：11月19日（水）　午後1時30分～4時30分

内容　講義1「高齢者の身体的・精神的特徴」
　　　講義2「介護予防に効果的な運動と栄養・口腔機能の理解」

2日目：11月25日（火）　午後1時30分～4時30分
内容　実技1「介護予防のための体操の実際」
　　　実技2「高齢者レクリエーション技法と実際」
　　　講義　「サポーター活動をすすめるために」

【場　所】袖ケ浦市役所旧館3階大会議室
【対象者】原則全日程参加できる市内在住または在勤の
方で、講座修了後に地域で介護予防の活動を支援できる方
【定員】20名（先着順）
【参加費】無料
【申込期限】11月14日（金）
【申込・問合せ】 袖ケ浦市役所　高齢者支援課　地域包括支援センター
  TEL：62‐3225

「心身障がい者（児）の集い」「心身障がい者（児）の集い」
　　　　ボランティア募集　　　　ボランティア募集

はつらつシニアサポーター養成講座はつらつシニアサポーター養成講座
～みんなで袖ケ浦市を元気にしよう～～みんなで袖ケ浦市を元気にしよう～

　傾聴ボランティア交流会を8月25日（月）に開催しま
した。
　日頃、傾聴ボランティアとして、施設で活動して下さっ
ている方々を中心に12名の参加がありました。
交流会では、グループに分かれて意見交換を行い、活動
内容についてのお話しを中心に交流を深めました。そ
の後、各グループで意見をまとめ、話し合った事を元に
意見発表を行いました。
　参加者の皆さんから、活発な意見がうかがえて大変
有意義な交流会となりました。

【参加者からの声】
○ 皆さんの経験談が聞けて、今後の活動にとても参考
になりました。
○ 傾聴活動をしていて印象に残った事、失敗した事な
ど、ひとりひとりが体験談を発表する時間があるとい
いと思う。

○この場が、よい勉強の場になればと思っています。
○活発な意見が出て楽しく交流出来た。

傾聴傾聴ボランティア交流会 報告ボランティア交流会 報告

【交流会の様子】

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8月１日～8月３1日（順不同・敬称略）
犬飼トラヲ　佐久山武夫　大嶋厚美　中友忠　木村誠　三股道子　中村隆　多田敏純　
鴨川重實　髙橋優紀　河内清　滝口秀夫　石渡美紀子 松田トメ子　小川雅子
鈴木里枝　細矢絹子　菊池恵美子　尾嵜精孝　石渡榮　太田洋子　梶原彰真

小野双葉　㈱荏原製作所袖ケ浦支店　蔵波台若草東西自治会
手話サークル「めだかの会」　㈱千葉銀行Vネットクラブ事務局　コールわかば

下根岸青年館　老人保健施設カトレアンホーム　特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑
長浦マンドリンアンサンブル　㈱北袖商事　蔵波台つくも会　視覚障害者福祉会

東京都千葉福祉園　袖ケ浦市役所　袖ケ浦市民会館　平川公民館
臨海スポーツセンター　

匿名12名

○住友化学労働組合
ペットボトルキャップ…115㎏
古切手…1.2㎏

○ご協力ありがとうございました。
会社の皆さんで、半年間集めていただいた
ペットボトルキャップ等の寄贈がありました。
皆様の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。

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。

　8月29日（金）君津市ボランティア連絡協議会との交流会を行いました。
両市ともに、活動内容の発表をし日頃の活動の報告を行いました。
グループ発表では、君津市からは傾聴ボランティアグループ「ハート」、
袖ケ浦市からは福祉施設訪問ボランティアグループ「絲

し

友
ゆう

会
か い

」からそれぞれ活動発表を
行いました。
交流会らしく、活発な意見交換が行われ有意義な時間となりました。

袖ケ浦市ボランティア連絡協議会交流会　報告


