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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（地域支援係）

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
行っています。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
います。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。

7月～8月の心配ごと相談日
日　　時 会　　場

7月16日（木）
13:00～16:00

・市役所
・平川行政センター

7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

8月6日（木）
13:00～16:00

・平川行政センター
・長浦行政センター

8月20日（木）
13:00～16:00

・市役所
・長浦行政センター

8月27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

平成27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27年6月1日～6月30日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
福祉作業所保護者会旧役員 2,033
田村　輝男 4,000
髙橋　優紀 3,000
出光千葉陸上輸送協力会 100,000
謡袖会 50,000

合　　　計 159,033

団体・個人（敬称略） 物品名
匿名 ハガキ52円×70枚

匿名
ハガキ10円×2枚　
20円×6枚
20円往復×2枚　
40円×97枚

※ 平成27年度4月からの累計額は208,754円です。

ほっとテレホンほっとテレホン（電話訪問）（電話訪問）事業事業

放課後児童クラブ事業

生きがい活動支援通所事業

　ひとり暮らし高齢者の孤独感を癒すため、社会福祉協議会登録のボラ
ンティアが、週に1回、ボランティアセンターから利用者宅に電話を掛け
お話しを伺います。　
〇対象となる方　市内在住で６５歳以上のひとり暮らしの方
〇日時 毎週水曜日　午前１０時～１２時の間
〇その他

サービス利用の費用は無料です。
ほっとテレホン事業は、相談事業ではありません。お話し相手をす
ることで、利用者の孤独感を癒すことが目的です。
ボランティアには、守秘義務を徹底しており、知り得た情報を外部
に漏らすことはありません。

　現在、利用者さんを募集しています。お気軽にボランティアセン
ターまでお問合せ下さい。

〇問合せ 社会福祉協議会（地域支援係）

【募集内容】
◇運転ボランティア・・・利用者の送迎
  （社会福祉協議会の車両を使用）
・運転免許取得後３年以上経過している方
・袖ケ浦教習所にて交通安全講習を受講してからの活動になります。
６月・９月に予定しております。
・年齢上限は満70歳までです。
◇付添ボランティア・・・利用者の付き添い　性別・資格は問いません。
・利用者の受診の際に車の乗降や、病院の受付等のお手伝いをした
りお話し相手になっていただく活動です。
・年齢の上限は満75歳までです。

【活動時間】平日の午前９時～午後４時のうち３～４時間程度
【活動場所】袖ケ浦市社会福祉センターに集合し、社協所有の車にて
利用会員宅から病院等に送迎して頂きます。行き先は袖ケ浦市・木
更津市・市原市です。

【問合せ】社会福祉協議会（地域支援係）

　放課後帰宅しても保護者の就労・病気などの理由により、保育が受けられない児童
を対象に適切な生活の場及び遊びの場を提供し、健全に育成することを目的として、
根形・中川小学校区の１年生から４年生までの児童をお預かりし保育を行っています。
　季節ごとにみんなで楽しい行事を行ったり、夏休みなどの長期休暇の際には、水遊
びや遠足なども行っています。

　週１回、３時間程度、簡単な体操やレクリエーション、お
しゃべりなどをして参加者同士の交流を図っています。
利用できる方：市内在住の概ね６５歳以上で介護保険に
 該当しない方
利用料：５００円/日
申込・問合せ：市役所高齢者支援課支援班　℡62-3219

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、自宅で生活をしている高齢者や障がい等のため一
般の交通手段では外出が困難な方をボランティアのご協力で病院や官公庁、金融機関
等に無償で送迎する「移送サービス事業」を行っております。この事業はボランティア
の力によって支えられています。

移送サービス事業移送サービス事業

利用出来る方
袖ケ浦市に在住で長時間の歩行が難
しく、自分や家族、タクシー、公共の交
通機関での外出が困難な方
＊所得制限があります。
行き先
袖ケ浦市・木更津市・市原市内の病院、
官公庁、金融機関等
＊利用の際、買い物等の立ち寄りが可
能です。但し午前は１２時まで、午後は
１６時まで帰社可能な場合に限ります。
利用回数
本会員（住民税非課税の方）
２ヶ月／３回
準会員（住民税３万円以下の方）
１ヶ月／１回
利用日時
月曜～金曜　午前９時～午後４時
＊土日祝日、年末年始はお休みです。

利用料金
無料
但し、駐車料金等はご負担頂きます。
利用方法
→社会福祉協議会に電話で申込みま
す。

→担当者がご自宅に伺い状況などお
聞きし確認します。

→申込みに必要な書類の記入をして
頂きます。

→住民税の確認・面接の結果により利
用会員として登録されます。

→予約は利用予定月の前月から、予
約を受付けます。

→車やボランティアさんの手配が終了
すると、「決定通知書」が届きます。

→利用当日、予定時間にボランティア
さんがお迎えにいきます。

　70歳以上の方の長寿をお祝いするため、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。
※ハガキでの個別通知は行っておりません。ご近所・
お友達等お誘いあわせのうえ、ご来場ください。
内容についての詳細は、8月15日号の「社協だより」及
び9月1日号の「広報そでがうら」でご案内します。

地区 日程 場所
昭和 9月13日（日） 市民会館
長浦 9月13日（日） 長浦公民館
蔵波 10月18日（日） 蔵波小学校体育館
根形 9月13日（日） 根形公民館
平岡 9月21日（月・祝） 平岡公民館
中川富岡 9月21日（月・祝） 平川公民館

◆根形小学校区放課後児童クラブ
　住所　袖ケ浦市三ツ作855-2
 （旧JA根形支店）
　定員　５０名

移送サービス運転・付添ボランティア募集移送サービス運転・付添ボランティア募集

敬老会を開催します

◆中川小学校区放課後児童クラブ◆中川小学校区放課後児童クラブ
　住所　袖ケ浦市横田2211-1　住所　袖ケ浦市横田2211-1
 （旧JA中川支店） （旧JA中川支店）
　定員　５０名　定員　５０名

金婚式を迎えるご夫婦に金婚式を迎えるご夫婦に
記念品を贈呈します記念品を贈呈します

　社会福祉協議会では、結婚５０周年を迎えるご夫婦をお祝
いし、記念品を贈呈します。
【対象】　昭和40年９月１日から昭和41年８月31日に婚姻さ
れ、ご夫婦ともに健在で市内に居住している方
※昭和40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です。

【申込方法】　戸籍謄本（発行から３カ月以内のもの）と夫
婦の氏名（ふりがな）・住所・電話番号を記入した書面を郵
送または持参してください。
※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。
【申込期限】　7月31日（金）
【申込・問合せ】
　社会福祉協議会（地域福祉係）
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ボランティア登録数
（平成27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」

　内 ボランティア
　連絡協議会加盟団体：
　　23団体、1個人

●個人ボランティア：
284名

●登録ボランティア団体：
６５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）　　0438-63-0825188No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　７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（ごみ拾い・散歩） 日時　８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

講座開催　参加者募集！！ 夏休みボランティア講座　

（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）
平成２７年５月１日～５月３１日（順不同・敬称略）
髙橋優紀　原みな美　西澤光　北村幹夫

川副孝芳　中友忠　河内清　多田敏純　中村隆　
若井照美　石渡榮　時田和代　佐藤八千代
大橋壮　山下信司　松田トメ子　渡辺芳美
尾張屋木更津店　袖ケ浦ふれあい

蔵波台ギターアンサンブル　コールわかば
手話サークル「めだかの会」　神納箕和田有志

袖ケ浦菜の花苑　更生保護女性会
蔵波台つくも会　八ツ手Ｇ

長浦マンドリンアンサンブル　（株）一条工務店千葉
わたぼうし　臨海スポーツセンター　袖ケ浦市役所　

袖ケ浦市民会館
匿名　１１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。＊＊

業務内容：放課後児童クラブ指導員
 （小学校１年生～４年生の児童の保育）
勤務時間：７時３０分～１９時００分の間の８時間以内
 ＊通常は放課後（１５時頃）～１９時
就労場所：袖ケ浦市三ツ作８５５－２（旧JA根形支店）
 袖ケ浦市横田２２１１－１（旧JA中川支店）
条 件：自力通勤の出来る方
賃 金：８８０円／時
 ＊規定により交通費の支給有り
申 込：履歴書を郵送又は持参して下さい。
 〒299-0256　袖ケ浦市飯富１６０４　　
 袖ケ浦市社会福祉協議会　地域支援係　行
 ＊面接の日時・場所については、後日各自にお知らせします。
問 合 せ：社会福祉協議会（地域支援係）

日　　時：平成２７年８月２５日（火）
 午前９時４０分～１１時
場　　所：社会福祉センター大会議室（袖ケ浦公
 園前）及び周辺
内　　容：“車いすに乗って出かけてみよう！”

対 象 者：市内在住の小学生～高校生とその家族
＊小学４年生以下は、保護者同伴での参加
定　　員：２０名（先着順）　受 講 料：無料
持 ち 物：筆記用具・帽子・タオル・飲み物
申込締切日：平成２７年８月１８日（火）
申込・問合せ：ボランティアセンター

放課後児童クラブ指導員募集放課後児童クラブ指導員募集日　時　８月３０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、踊りなどの披露
　　　　＊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。）　　　　　
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

１年間で集まった収集物は、各団体に寄付させていただきました。
○ペットボトルキャップ・・・・１，６５０ｋｇ
○古切手・・・・・・・・・・・２２．３５ｋｇ
○使用済カード・・・・・・・・１，２０８枚
　（テレホンカード、ハイウエイカード、クオカードなど）
○ベルマーク・・・・・・・・・３，２６１枚
※現在プルタブの回収は、しておりません。すでに集めてあるものに
　つきましては、ボランティアセンターまでご相談ください。

■場　所■場　所　『千葉県立清和県民の森』（君津市豊英６６０）　『千葉県立清和県民の森』（君津市豊英６６０）
■日　時■日　時　９月２０日（日）午前９時～午後３時　９月２０日（日）午前９時～午後３時
  ※雨天中止（悪天候が予想される場合、前日正午に決定します。）※雨天中止（悪天候が予想される場合、前日正午に決定します。）
■スケジュール■スケジュール　　
９：００　ボランティア　清和県民の森　管理事務所前集合９：００　ボランティア　清和県民の森　管理事務所前集合
９：３０　スタッフ・ボランティアミーティング９：３０　スタッフ・ボランティアミーティング
１０：００　会員　管理事務所前集合１０：００　会員　管理事務所前集合
 開会式 開会式
 担当の子供と山歩きに行く 担当の子供と山歩きに行く
１２：００　昼食　バーベキューを召し上がってください。１２：００　昼食　バーベキューを召し上がってください。
１４：３０　スタッフ・ボランティアミーティング１４：３０　スタッフ・ボランティアミーティング
１５：００　解散１５：００　解散
＊帰りの時間は当日の様子で、多少変更があるかもしれません。＊帰りの時間は当日の様子で、多少変更があるかもしれません。

■活動内容■活動内容　子どものサポートまたはバーベキューのお手伝い　子どものサポートまたはバーベキューのお手伝い
■持 ち 物■持 ち 物　リュックサック・滑りにくい運動靴（トレッキングシューズ等）・　リュックサック・滑りにくい運動靴（トレッキングシューズ等）・

軍手・飲み物（山歩き用）・汗拭き用タオル・日射、日焼け対策軍手・飲み物（山歩き用）・汗拭き用タオル・日射、日焼け対策
（帽子等）、虫除け・着替え（前日の天候により、足元が滑り（帽子等）、虫除け・着替え（前日の天候により、足元が滑り
やすいです。必要な方はご準備ください。）やすいです。必要な方はご準備ください。）

■そ の 他■そ の 他　○食事、昼食時の飲み物はこちらで準備します。　○食事、昼食時の飲み物はこちらで準備します。
○交通費は上限額2,000円まで、支給させていただきます。○交通費は上限額2,000円まで、支給させていただきます。
○自閉症・障害者の専門家の方もいらっしゃいますので、安○自閉症・障害者の専門家の方もいらっしゃいますので、安
心してご参加ください。心してご参加ください。

■募集期限■募集期限　８月２４日（月）　８月２４日（月）
■主　催■主　催　　君津地区自閉症協会（にじの会）　　君津地区自閉症協会（にじの会）
■申 込 み■申 込 み　ボランティアセンター　ボランティアセンター

第１９回ボランティアチャリティーショー第１９回ボランティアチャリティーショー

平成２６年度収集報告

今年も“親子の旅”を開催いたします。自閉症に興味のある方、ボランティア活動をしてみたい方、自閉症家族と一緒にわいわいにぎやかに
山歩きやバーベキューにご協力いただけませんか！多くの方のご参加をお待ちしております。

・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の
 窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務
に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
・マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

■マイナンバーのホームページ：http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
■公式twitter：https://twitter.com/MyNumber_PR
■マイナンバーのコールセンター：0570-20-0178（マイナンバー）

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に
12桁のマイナンバー（個人番号）が通知されます。

平成2８年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政
手続で利用します。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したり
することはできません。

愛称：マイナちゃん

にじの会 親子の旅キャンプ　ボランティア募集にじの会 親子の旅キャンプ　ボランティア募集

※学年は第７回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

   ぼくたちを、
毎日見守る　地域のきずな

中川小学校 ５年 榊　凌大　

入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語


