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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）

※学年は第７回袖ケ浦市
　地域福祉フェスタ時のものです。

入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語
助け合い　出来る事から　少しずつ

　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。

心配ごと相談所とは?
日　　時 会　　場

10月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

10月22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5日（木）
13：00～16：00 ・平川行政センター

11月12日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

11月19日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

11月26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平成２７年度 袖ケ浦市
社会福祉協議会への寄付

台風18号等災害義援金

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９月１日～９月３０日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会 227,360

匿名 10,000

合　　　計 237,360

茨城県へ
個人（敬称略） 金額（円）

匿名 5,000
合　　　計 5,000
栃木県へ

個人（敬称略） 金額（円）
匿名 5,000
合　　　計 5,000

個人（敬称略） 物品名
匿名 リハビリパンツ4袋　　　　

尿取パッド4袋 平岡小学校 ６年 鶴岡 愛唯

※ 平成27年度4月からの累計額は969,568円です。

【当日の予定】
メイン会場：社会福祉協議会表彰、地域ぐるみ福祉推進標
語の表彰
【市内団体発表】
袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会：踊り
蔵波小学校：合唱
長浦地区自治連絡協議会（蔵波地区・今井地区）：太鼓演奏
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会：舞踊、ボランティア活動
発表
袖ケ浦市シニアクラブ連合会：舞踊、歌等
その他会場：組みひも結び工芸体験、手話体験、おもちゃ

第８回袖ケ浦市地域福祉フェスタ第８回袖ケ浦市地域福祉フェスタ

病院、子供たちと遊ぼうコーナー、福祉クイズコーナー、
頭の元気度測定等
☆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『共に支えあい、共に生きていく』

焼きそば、焼き鳥、焼き芋、フランクフルト、パン、お菓子、
からあげ等飲食物の販売、地元新鮮野菜の販売

社会福祉施設利用者作成の木工芸品、陶芸品、手芸品の販売

日時　平成２７年１１月２９日（日）
時間　午前１０時３０分～午後１時３０分
会場　長浦公民館（蔵波５１３－１）

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

多くの方が福祉に触れる機会を持っていただけるよう、地域の人が協力して開催する福祉のお祭りです。

歳末たすけあい歳末たすけあい
募金見舞金募金見舞金

高齢者文化祭高齢者文化祭

フードバンクちば＜食品の寄付＞に
ご協力ください。

　心身障がい者（児）の集いは、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。是非ご参加ください。
日　　時　平成２７年１２月７日（月）
　　　　　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、精神障害者保健福
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２７年１１月１９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みください。
そ の 他　市バスで巡回送迎します。

詳細はお問合せください。
問 合 せ　社会福祉協議会（地域福祉係）

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。生活保護受
給世帯は除きます。
　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。
○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２日（月）～11月13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）

　書・彫刻・絵画・写真・手工芸・短歌・俳句・川柳などの作品を展示します。
　約1年かけて仕上げた作品はどれも力作で見応えがあります。
ぜひ、この機会にご覧ください。
日　時　11月10日（火）～16日（月）
　　　　午前10時～午後３時30分
場　所　老人福祉会館（袖ケ浦公園内）※入場無料
問合せ　社会福祉協議会（地域福祉係）

　「フードバンクちば」は、個人や企業から食料品を寄付して頂き、生活
に困っている方や支援団体などへ提供を行い生活の向上を図ることを
目的として活動している団体です。
　社会福祉協議会では、「フードバンクちば」の活動に協力するため、
下記の日程で食料品の受付を行います。ご家庭や企業等において御
寄付頂ける食料品がございましたら、ご協力をお願いいたします。
受付期間：１０月３０日（金）まで※土日祝日を除く
受付時間：９：００～１７：００
受付窓口：市役所（地域福祉課）、ながうら健康福祉支援室、
 ひらかわ健康福祉支援室、社会福祉協議会
寄付して頂きたい食品：
　米、パスタ、乾物、缶詰、調味料、レトルト食品、食用油、飲料など
注意点
　１ 賞味期限が明記され、かつ受付日から２か月以上あるもの
　２ 常温で保存が可能なもの
　３ 未開封であり、破損等で中身が出ていないもの
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
ように支援をするものです。

期間：平成２７年９月14日～９月３０日

模擬店の販売模擬店の販売

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。

平成２７年度平成２７年度
心身障がい者（児）の集い心身障がい者（児）の集い シニアクラブ連合会会員の作品を展示
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ボランティア登録数
（平成27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：
　　22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：
59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）　　0438-63-0825191No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　１０月２３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　１１月１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

　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（主にゲームやレク）などです。
　今年の「集い」も楽しい内容を企画中です！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２７年１２月７日（月）　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）
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２７年１１月１９日（木）
問合せ先　ボランティアセンター

　ニートやひきこもり等の働くことに悩みを抱える15歳～39歳までの若者
の保護者を対象とした相談会をおこないます。
　ニートの状態から就職された方の体験談や「親にわかってほしいこと」に
ついてお話します。
日　時：11月21日(土)10時～12時 
場　所：袖ケ浦市民会館
対　象：15歳～39歳の若者の保護者の方
内　容：・キャリアコンサルタントによる講演

・サポステ卒業生による体験談
参加費：無料
申　込：ちば南部地域若者サポートステーション（厚生労働省認定事業）
電　話：0438-23-3711（要予約）

日　　時　平成２７年１１月１３日（金）１４時１５分～１５時４５分　
会　　場　青葉の森公園芸術文化ホール（千葉市中央区青葉町９７７－１）
内　　容　講演「小泉式　食べ物養生訓」
 講師：東京農業大学名誉教授／鹿児島大学客員教授

小泉　武夫　氏　
定　　員　２００名（先着順）
参 加 費　無料
申込方法　１１月５日（木）までに下記までＦＡＸ、メールまたは郵送で申込む。

※申込書は１０月１日付で本会ホームページに掲載
申込・問合せ先
千葉県社会福祉協議会　地域福祉推進班
〒260－8508　千葉市中央区千葉港4－3　千葉県社会福祉センター内
TEL　043－245－1102／FAX　043－244－5201
E-mail　info@chibakenshakyo.com

　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」を下記のとおり開催します。
　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。
　また、本事業の開催に併せて、福祉の仕事への就職活動体験や業務内容の説明
等を通じて、福祉・介護分野への就労促進を図るため、「福祉のしごとセミナー　ケ
アワーカーの１週間」を開催します。
開催日時：「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」

平成２７年１１月１４日(土) 午後１時～４時
「福祉のしごとセミナー」
平成２７年１１月１４日(土) 午前１０時３０分～１１時４５分

会　　場：
「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」幕張メッセ国際会議場　コンベンションホール他
「福祉のしごとセミナー」幕張メッセ国際会議場・２０１会議室
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）
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
問合せ先：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
H　　P：http://www.chibakenshakyo.net/

現在袖ケ浦学園では、男性用の衣類の寄附と毛布の寄附をお願いしております。

　今までにご協力いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。
　ご寄附いただきました衣類・毛布につきましては、学園内で有効活用さ
せていただいております。

日　時　１１月１５日（日）午前１０時１５分～午後１５時００分
場　所　袖ケ浦さつき台病院
内　容　講演会、模擬店、バザー、健康年齢の測定　など
講演会　「終末期患者を支える家族」～終わりよければすべてよし～
 午前１０時３０～１１時３０分　講師　多田素久先生
問合せ　袖ケ浦さつき台病院　看護部　大越　０４３８（６２）１１１３

〈衣類〉
サイズ　男性用　Ｌ・Ｍ
衣類の種類　Ｔシャツ（長袖可）、ト
レーナー、ジャージ、ズボン（ゴムのも
の）に限ります。
着用可能なものであれば、古着で構
いません。
洗濯済みのものをお願いします。

〈毛布〉
　ご家庭でまだ使える毛布がありま
したら、提供して頂けると助かります。
　また、裂けた毛布の修理ができる
方がいらっしゃいましたら、お手伝い
頂けると助かります。

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２７年８月１日～８月３1日（順不同・敬称略）
在原尚子　犬飼トラヲ　中友忠　小幡トモ　小山良己　高橋俊之　髙橋優紀　
滝口英夫　西澤光　河内清　竹元悦子　松井公夫　小林佐千子　峯下ゑゐ子　
鴨川重實　ゆうしん会　長浦マンドリンアンサンブル　袖ヶ浦高校生徒会

みどりの風袖ケ浦　尾張屋木更津店　更生保護女性会
蔵波台ギターアンサンブル　袖ケ浦ふれあい　手話サークル「めだかの会」　

関自動車　特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑
老人保健施設カトレアンホーム　住友化学労働組合千葉支部　蔵波台つくも会

日産化学工業（株）袖ケ浦工場　伊島建築　臨海スポーツセンター
袖ケ浦市役所
匿名　６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。＊＊

ご協力ありがとうございました。
　会社の皆さんで、１年間集めていただいたペッ
トボトルキャップの寄贈がありました。

○住友化学労働組合　千葉支部
　ペットボトルキャップ・・・120㎏
　古切手・・・750ｇ

収集ボランティア収集ボランティア

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。

「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

わが子の就職に悩みを抱える保護者の方へ

県民福祉セミナー参加者の募集について県民福祉セミナー参加者の募集について

袖ケ浦学園からのお願い袖ケ浦学園からのお願い

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。

たくさんのボランティア
のご応募お待ちして
おります！！

平成２７年度第２回「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」平成２７年度第２回「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」
及び及び「福祉のしごとセミナー」御案内「福祉のしごとセミナー」御案内

○衣類・毛布を持ち込む前に、袖ケ浦学園までご連絡ください。
○連絡・持ち込みについては、月～金の午前９時～午後５時まででお願いします。
○衣類の状況によりましては、お引き受けできないこともございますのでご了
承ください。
○毛布の修理をするボランティアをして下さる方は、ボランティアセンターま
でご連絡下さい。
連絡・届け先　袖ケ浦市上泉１７６７－２１　　ＴＥＬ７５－４５８５

さつき会　ふれあい祭り


