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袖ケ浦市
社会福祉協議会
イメージキャラクター
「そでりん」

編集・発行

社会福祉法人

袖ケ浦市社会福祉協議会

〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604 袖ケ浦市社会福祉センター内（袖ケ浦公園前）

☎0438-63-3888

0438-63-0825

袖 ケ 浦 市 地 域 福 祉 事 業 に ご 協 力 あ り が とう ご ざ い ま す

〜平成26年度法人会員の皆様です〜
袖ケ浦市社会福祉協議会は、
「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」を目指して、さまざまな福祉
サービスを行っています。
事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根共同募
金配分金、補助金に加えて、市政協力員を通じて皆様にお願いし
ております会費や企業の方からの法人会費を財源としています。地
域福祉充実のため、
今後ともご支援をお願いいたします。 （敬称略）
㈲アーク
㈱我妻建設
㈲飯島設備
㈱伊藤園 木更津支店
㈱上野工業所
エスケイグループ㈱
㈱江戸川バルブ・プロテクション
㈱エノモト防災工業
㈲エムコ食品
㈲大岩商店
㈱大久保
大袖興業㈱
大原軒
岡本化学工業㈱
㈲小倉建設
小澤商事㈱袖ケ浦宇部生コンクリート工場
小野石油㈱
加藤工業㈲
金生警備保障㈱
㈱木更津ゴルフクラブ
木更津・袖ケ浦遊技業組合
㈱北袖商事
君津信用組合 袖ケ浦支店
㈲君津メデカルサービス
㈱協同建設
㈲葛田園芸
㈲栗原鐡工所
㈲ケー・ケー・エス商会
㈲京葉ゴム商会
（医）
恒久会
向陽鉄工㈱関東事業所千葉出張所
㈲小藤田建具店
㈲小林建設土木
（福）
さつき会 特別養護老
人ホーム 袖ケ浦菜の花苑
（福）
さつき会 老人保健施
設カトレアンホーム

㈱ジェネッツ 袖ケ浦営業所
長浦設備㈱
（福）
四恩会 昭和保育園
㈲ナミキ
日誠金属㈱千葉工場
（福）
慈協会 サニーヒル
㈲ノリノ
㈱シバサキ建設
㈲ひまわり
芝﨑商事㈱
ヒラノ商事㈱木更津営業所
㈱清水商会
社会医療法人社団さつき会 （医）福徳会 福王台外科内科
袖ケ浦さつき台病院
㈲藤井塗装工業
㈱十全社 袖ケ浦店
藤田観光㈱カメリアヒルズカントリークラブ
傷友環境㈲
㈱双葉アメニティ
㈱新生企業
㈱プラス・シー
㈱親和
文具 シマムラ
㈲親和商店
房総タクシー㈱
㈱鈴木住宅設備
星野光春保険事務所
㈱鈴木電気工事
ホテル割烹鈴や
㈱すずとみフーズ
増栄産業㈱
（医）
誠永会 井出医院
松井税理士事務所
㈲設備保全センター
丸栄産業㈱
袖ヶ浦医院
㈲三ツ矢精密
袖ケ浦企業㈱
㈱みどりの風 袖ケ浦事業所
㈱袖ケ浦クリーンアップ
㈲峯下モータース
袖ヶ浦興産㈱
㈱ムサシ
㈱袖ケ浦自動車教習所
明電ファシリティサービス㈱
㈲袖ケ浦ポリマー
明和興産㈱東京ドイツ村事業部
㈲大昌
（福）
恵福祉会 長浦保育園
㈱谷元電機
㈱メディアサイトウ
（福）
千葉県社会福祉事業団 森田木芸
㈲森電業社
千葉信用金庫 袖ケ浦支店
千葉トヨペット㈱袖ヶ浦店 ㈲柳川建設
千葉緑化建設㈱
㈱UCA･都市・建築設計事務所
デイサービスセンターすずらん 裕栄興業㈱
㈲渡辺産業
㈱ト−ヨー施工サービス
㈲渡辺鉄工
㈲トップシステム
東京ガス・エンジニアリング㈱ 北袖工場連絡協議会
中袖工場連絡協議会
東京都千葉福祉園
南袖工場連絡協議会
東京湾カントリークラブ
㈲内藤電機
椎の森工業団地連絡協議会

※平成26年度法人会員は現在も引き続き募集しております。

心配ごと相談所とは?

●日 時 平成２６年１１月３０日（日）
１０時３０分〜１３時３０分
●会 場 市民会館（坂戸市場１５６６）
●テーマ 「育てよう 未来につなげる
福祉のこころ」
●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
●参加費 無料
各部屋を回って♪景品ゲット♪
スタンプラリー景品交換時間：
１０時３０分〜１３時３０分
＜日程＞ 〜メイン会場（大ホール）〜
１０
：
３０〜 社会福祉功労者・地域ぐるみ福祉
推進標語表彰式（社会福祉法人袖
ケ浦市社会福祉協議会）
１１
：
００
第７回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開
会
１１
：
００〜 踊り：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡
協議会（東京都千葉福祉園・ＮＰＯ
法人ぽぴあ）
１１
：
１５〜 合唱：昭和小学校
１１
：
３０〜 太鼓演奏・神楽：昭和地区自治連絡
協議会（坂戸市場区）
１２
：
００〜 踊り：袖ケ浦市ボランティア連絡協
議会（寿扇会）
１２
：
１５〜 寸劇：袖ケ浦市シニアクラブ連合会
１２
：
３０〜 踊り（菜の花シニア音頭）
：袖ケ浦市
シニアクラブ連合会
１２
：
４５〜 活動発表：袖ケ浦市ボランティア連
絡協議会（フレンズ小野双葉さん・
北村幹夫さん）
１２
：
５５〜 演奏会：昭和中学校管弦楽部
１３
：
１５〜 踊り：福王台保育所
１３
：
３０
閉会（閉会後、お楽しみ抽選会）
※発表時間は多少前後する場合がございます
ので、ご了承ください。

会
場
心配ごと相談所では、市内在住の方を
・市役所
・平川行政センター
対象に生活上のあらゆる相談に応じ広く
・市役所
（木）
地域住民の不安を受けとめ、その解決に 11月27日
・平川行政センター
13：00〜16：00
向けて適切な助言を行っています。
・長浦行政センター
（木）
・平川行政センター
心配ごと相談員は民生委員・児童委員、 12月4日
人権擁護委員、行政相談委員からなり、相 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
12月11日
（木） ・市役所
談日には、1会場につき、2名から3名の相 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
談員で対応しています。
12月18日
（木） ・市役所
相談は、
「 予約不要」
で
「無料」
です。ま 13：00〜16：00 ・平川行政センター
・市役所
た、相談内容等については、
「秘密を厳守」 12月25日
（木）
・平川行政センター
13
：
00〜16
：
00
いたしますので心配ごと、悩み事がありま
・長浦行政センター
ただし、受付は15：30まで
したらご相談ください。

期間：平成２６年１０月１日〜１０月３１日
団体・個人
（敬称略）
更生保護女性会
髙橋 優紀
富友会
花澤ジム
がうらエコネット
匿名
合
計

金額
（円）
10,000
3,000
10,000
50,000
5,343
10,000
88,343
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第７回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催

日
時
11月20日
（木）
13：00〜16：00

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。

ボランティア情報専用携帯サイト

http://www.sodegaura-shakyo.jp/mobile/

※申込・問合せ先が「社会福祉協議会（係名）」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

11月〜12月の心配ごと相談日

平成26年度袖ケ浦市
社会福祉協議会への寄付

VOL.

HP http://www.sodegaura-shakyo.jp

非常勤
ヘルパー
随時募集中！

・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
物品名
団体・個人
（敬称略）
できるように研修も充
日産化学工業株式会社
丁合機1台
実しています。
日本燐酸株式会社
問合せ 社会福祉協議会
匿名
書損じハガキ61枚
※平成26年度4月からの累計額は1,020,724円です。 （介護係）☎６０-７３３３

＊催し物＊
[袖ケ浦市商工会]（１Fホワイエ）1店逸品運動
PR・販売
[袖ケ浦市シニアクラブ連合会]（１Fロビー）
活動PR
[袖ケ浦市民生委員児童委員協議会]（１Fロ
ビー）活動PR
[昭和地区社会福祉協議会]（入口前テント）
おでん・焼きいも・からあげの販売
スナッグゴルフ体験教室（野外 ※雨天時2Fホ
ワイエ）
[長浦地区社会福祉協議会]（入口前テント）
焼きそば・フランクフルト・わたあめの販売
（２Ｆ会議室（２）） 長浦地区社協PRブース
[袖ケ浦市ボランティア連絡協議会]（２Ｆ研修室）
手話で歌おう（手話体験教室）
・組みひも体験
教室・おもちゃ病院（おもちゃ病院袖ケ浦）
＊壊れたおもちゃを持参するとおもちゃを直し
てくれます。
（部品代は実費負担）
各ボランティアグループ展示紹介・ボランティア
相談コーナー
[袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会]
（入口前テント・１Fロビー）パン・焼き菓子・手工
芸品などの販売
（３F中ホール）福祉クイズ体験コーナー・団体
PR
［袖ケ浦市レクリエーション協会]（２F会議室
（１））簡単工作教室
「市内各地区社会福祉協議会」
（１Fホワイエ）
昭和・長浦・蔵波・根形・平岡・中川富岡
地区社会福祉協議会の活動内容のＰＲなど

歳末たすけあい運動

住民参加による地域福祉活動を
支援します
対象団体 市内に住所を有する以下の団体
・ボランティア団体
・障がい者や支援を必要とする高齢者、子育
て中の親子などを支援する団体（NPO等）
・自治会等から派生したグループ
・障がい者などの当事者団体
助成対象事業
市内で実施し、次のすべてに該当する事業
①12月1日〜31日の期間内に袖ケ浦市内で
実施する事業
②高齢者や障がい者、生活困窮者、子育て中
の親子を支援したり、その支援の必要性に
ついて住民の理解を広げる事業。または自
らが抱える生活課題の解決に向けて活動
する事業。
③参加者を広く一般に募集する事業
④政治・宗教活動・営利を目的としていない
事業
助成金額
1万円〜3万円（参加者の人数による）
申請期限 11月25日（火）午後5時
その他
助成希望の方は、指定の申請用紙がありま
すのでお問合せください。
問合せ先 社会福祉協議会（地域福祉係）

平成26年度
心身障がい者（児）の集い
心身障がい者（児）の集いでは、希望や
悩みを語り合い、更に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
に開催致します。
皆様の参加をお待ちしています。
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 袖ケ浦市社会福祉協議会
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
込み下さい。
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下さい。
その他 市バスで巡回送迎します。詳細は
問合せください。
問合せ先 社会福祉協議会（地域福祉係）

「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」

No.180

（

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。

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、個人1名

）

敬老会 活動報告

ほっと
テレホンサービス
利用者募集

なでしこオカリナ
去る、
９月１２日（金）デイサービスセンター「すずらん」で敬老会が行われました。
ボランティアグループ「なでしこオカリナ」のメンバー6名により演奏を披露して下さいました。
童謡や唱歌、昔懐かしい歌謡曲まで、バラエティーにとんだ選曲で利用者の方々が知っている曲
も多く、音楽に合わせながら口ずさんだり、手を叩いてリズムを取る場面が見られました。
グループの皆さんの手作りの歌集が、とても温かく優しい気持ちにさせていただけました。ま
た、オカリナの伴奏に合わせて歌いながら、簡単なリズム体操を全員でやったりと、笑顔の絶えな
い楽しい会となりました。
参加くださった利用者さんが少なかったのですが、施設の職員さんも参加していただけて、和や
かな雰囲気で行われました。
。とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。
とて
とて
。

週に１回ボランティアがひとり暮らしの高齢者にお電
話をかける電話訪問（ほっとテレホン）事業です。社会福
祉協議会が実施しています。
現在７名のボランティアが、活動しています。
電話訪問日時
毎週水曜日 午前１０時〜１２時の間
ボランティアより、ご自宅へお電話します。
（20分〜30分程度のお話し時間です。）
※年末年始（１２月２９日〜１月３日）と祝日はお休み
です。
対 象 者
袖ケ浦市内でひとり暮らしをしている６５歳以上の方。
申込・問 合 せ ボランティアセンター

活動の
様子

○サービスの利用は無料です。
○ボランティアは守秘義務を徹底し、お聞きした内容
は他へ漏らしませんので、安心して自由にお話しく
ださい。
○このサービスは「お話していただくこと」を目的と
しており、相談業務ではありません。
○申込み頂いた後に、社会福祉協議会の職員が事業
の説明や利用開始日等をご相談させて頂きます。

また、他の施設での
にもたくさんのボランティアの皆さんがご協力くださいました。
の「敬老会」
「敬
「敬
皆さん
さん
ありがとうございました。

「心身障がい者（児）
の集い」

ボランティア募集
お知らせ
！
！

長浦マンドリンアンサンブル
第１０回 定期演奏会

入場無料

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。
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30分から午後２
時）
開催場所 老人福祉会館
（飯富２４９７−１・袖ケ浦公園内）

２０１４年１１月１６日（日）１４時開演（開場１３時３０分）

袖ケ浦市民会館大ホール
（袖ケ浦市坂戸市場１５６６・☎0438-62-3135）
JR袖ケ浦駅より徒歩１５分

指揮 桜井 至誠
演目

歌劇「オラッチオ兄弟とクリアッチオ兄弟」
山の印象／オペラ座の怪人／神様のカルテ
ブルータンゴ／ポールモーリア特集
他

主催：長浦マンドリンアンサンブル
後援：袖ケ浦市教育委員会 問合せ：日笠（62-6552）

♪ご来場お待ちしております♪

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9月１日〜9月３0日（順不同・敬称略）
小林佐千子 石井邦子 根津佳年 小坂井直美 中友忠
秋葉さおり 石渡榮 佐藤八千代 松田トメ子 河内清 西澤光
住友化学労働組合 尾張屋木更津店 芝﨑商事（株）
蔵波台ギターアンサンブル 八つ手G 袖ケ浦市役所
伊島建築 袖ケ浦地区更生保護女性会 臨海スポーツセンター
長浦マンドリンアンサンブル 手話サークル「めだかの会」
コールわかば 社会福祉法人みどりの風
シルバー寄合所「きらく」 （株）シバサキ建設 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。
＊＊現在、プルタブの回収は行っておりません。＊＊

●おしゃべりサロン「ひびき」
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩）

日時
日時

ボランティアの内容は受付や会場の手伝い
などです。
楽しい一日を過ごしませんか！
！
活動内容

会場準備、片付け、受付、
レクリエー
ション補助
募集人数 ８名（先着順）
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）
申込・問合せ ボランティアセンター

県民福祉セミナー

平成26年度

「災害にも強い地域をつくろう」

成年後見制度研修会

参加者の募集について

県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人との掛け
合いなどを通して、おもしろおかしく成年後見制度の
概要や職務を学び、制度の利用促進を図ります。
日
時 平成26年11月29日（土）
13時30分〜16時00分
会
場 千葉市生涯学習センター
（JR千葉駅東口か北口から徒歩8分）
定
員 300名（申込先着順）
申
込 申込書をFAXかE-mailで送信
（定員を超えた場合のみ連絡します）
締め切り 平成26年11月20日（木）必着
参加費（資料代） 500円
申込書配布場所 各社会福祉協議会、各市町村行政
等。
千葉県社会福祉協議会、千葉市社会福祉協議会、千
葉司法書士会、千葉県社会福祉士会のHPからもダウ
ンロードできます。
問合せ先 〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援セ
ンター
☎043（204）6012
FAX043（204）6013
E-mail smile@chibakenshakyo.com

日
会

時 平成２６年１１月２４日（月・祝）
１０時から１５時３０分
場 千葉県経営者会館６階大ホール
（千葉市中央区千葉港４-３）
内
容 講演Ⅰ
「災害時要援護者支援の視点」
講師：佛教大学福祉教育開発センター専任講師
後藤 至功
講演Ⅱ
「男女共同参画の視点から考える地域
防災」
講師：早稲田大学招聘研究員
浅野 幸子
シンポジウム「災害にも強い地域をつくろう」
千葉市総務局防災対策課長
飯田 正夫
岩手県災害福祉広域支援推進機構事務局
専門員 加藤 良太
佐倉市中志津自治会長 宮内 勲●
定
員 2００名（先着順）
参 加 費 無料
申込方法 １１月１６日までに千葉県男女共同参画センター
へＦＡＸで申込む。
ＦＡＸ０４３-２５２-８０３７
問合せ先 千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進班
☎043-245-1102
千葉県男女共同参画センター
☎043-252-8036

11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
12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 問合せ ボランティアセンター

