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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）

優秀賞 地域ぐるみ福祉推進標語

その笑顔　その温もりで　生きている
長浦小学校 ６年生　笠井  紗奈

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28年1月1日～1月31日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
星野　眞佐子 5,000
三井化学労働組合　千葉支部 75,458
三井化学市原工場バザー実行委員会 30,000
民生委員、民生委員ＯＢ、社協関係者等ゴルフ愛好会 20,000
髙橋　優紀 3,000
神納一区高齢者クラブ 18,614
匿名 2
合　　　計 152,074
※ 平成27年度4月からの累計額は2,126,720円です。

ホームページリニューアルしました！ホームページリニューアルしました！
袖ケ浦市社会福祉協議会

　平成28年1月28日に本会ホームページがリニューア
ルされました。
　毎月15日発行の社協だより・あつまれボランティア
に掲載しきれない本会事業内容などが掲載されていま
すのでぜひご覧下さい。
本会URL：http://www.sodegaura-shakyo.jp

　袖ケ浦市内に６地区ある地区社会福祉協議会では、いきいきサロン
活動を推進しています。
　いきいきサロンは、仲間づくりの場、地域の皆さんの交流の場です。
　外出の機会が少なくなりがちな高齢の方や子育て中
の方が、おしゃべりなどを楽しむ場（サロン）を通じて、地
域の皆さんと交流を深めることで、住み慣れた地域の中
で支え合い、安心して楽しく暮らしていくことができます。
　皆さんの参加をお待ちしています。

サロン　いきすこ
　昭和地区社協でも
気楽に集まれる場所
を新しく作りました。
　毎月第3木曜日11
時～14時に市民会
館の２階フリースペー
スで開催しています。
　地域内で、人が集
まれる場所を作れれ
ば良いと考えており
ます。

・・・・・・　地区社協から一言　・・・・・・
　２月１８日（木）が初日の開催となります。
　皆さんの居心地の良い場所を作っていきたいと思いま
す。ご興味のある方は、お待ちしておりますので是非お越
しください。

昭和地区社会福祉協議会

ほっと一息サロン
　のぞみ野マルシェ
や各地域の自治会
館等で、ほっと一息
つける場所を設け
ることを目的として
開設しています。
　楽器演奏・簡単な
体操や歌を歌ったり
しながら、七夕やク
リスマス、ひなまつ
りといった四季折々
の行事も大切にし
て交流しています。

・・・・・・　地区社協から一言　・・・・・・
　開催日時・場所はマルシェ設置のチラシや自治会回覧等
をご覧ください。

根形地区社会福祉協議会

ふれあい長
な が ら く

楽サロン
　地域の方々が長
浦地区で楽しく集
える場所を作って
いくことを目的とし
て開設しています。
　内容は、簡単な
体操や脳トレゲー
ムなどレクリエーシ
ョンを楽しんだ後
に茶話会で交流し
ています。

・・・・・・　地区社協から一言　・・・・・・
　今後の開催日時・場所等については自治会回覧等でご
案内いたしますのでぜひご覧ください。
　みんなで楽しく、なごやかなひと時をすごしましょう!!

長浦地区社会福祉協議会

・・・・・・　地区社協から一言　・・・・・・
　平岡地区社協では、子育てサロンを月１回行い、
参加者やスタッフが笑顔で過ごしています。今後
は、高齢者サロンの設置を検討しています。
　今月は富津市にある吉野地区社協に視察研修を
し、１5名が高齢者サロンについて研修をしていま
す。サロンを開催している地域の意見を聞き、平岡
地区でも地域住民の集まれる場を提供していきた
いと強く思っています。居心地の良い場所を作って
いきたいと考えておりますので、地域の皆様のご協
力をお願い致します。

平岡地区社会福祉協議会

蔵波地区いきいきサロン
　声を出して笑ったり、
歌ったり、おしゃべりを
する機会を地域の高齢
者の方々と一緒に作る
ことで地域のつながり
の輪を広げていくことを
目的として開設していま
す。
　内容は、地域のお寺
の住職の講話を聞いた
り、みんなで歌を歌うな
どして交流を深め、最後
に茶話会をしています。

・・・・・・　地区社協から一言　・・・・・・
　日頃おもてに出ない高齢者の方が気軽に集まってお茶
が飲める。そんな場所にしていきたいと考えています。多
くの方のご参加をお待ちしております。

蔵波地区社会福祉協議会

いきいきサロン
　市保健師の指導
による「百歳体操」
や脳のトレーニン
グにもなるという
軽い体操をしたあ
と、みんなで懐か
しい歌を歌ったり、
給食ボランティア
による手作りおや
つ等でなごやかに
交流を楽しんでい
ます。

・・・・・・　地区社協から一言　・・・・・・
　開催日時・場所等は「中富地区社協だより」や自治会回
覧、自治会館への掲示でお知らせします。ぜひお越しくだ
さい。

中富地区社会福祉協議会

ふれあい いきいき
あなたの仲間に会いに行こう

「いきいき
   サロン」とは？

誰が？
地域の
皆さんが

誰のため？
地域の皆さん
のため

何をしているの？
交流による仲間づ
くりやいきがいづ
くりの活動をして
います

例えば？
お茶とおしゃべりを
楽しむや健康のため
体操、脳トレゲームを
するなど

どのように？
主体的に

無理なく！楽しく！ 気軽に！ 1 3 5

2 4サロンサロン

　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。

日　　時 会　　場
2月18日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

2月25日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

3月3日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

3月10日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

3月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

3月24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

2月～3月の心配ごと相談日

ただし、受付は15：30まで

心配ごと相談所とは？
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ボランティア登録数
（平成28年1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：
298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）　　0438-63-0825195No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　2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

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12月1日～12月31日（順不同・敬称略）

豊島久美子　伊東増子　髙橋優紀　石渡美紀子　石渡榮　中友忠　角田文江
石井照代　浜口美和子　新保清子　川副孝芳　大橋壯　西沢芳夫

河内清　上嶋那奈
八ツ手G　（株）シバサキ建設　日機装株式会社　尾張屋木更津店　

長浦マンドリンアンサンブル　蔵波台ギターアンサンブル　（株）山久海陸千葉支店
ダスキン袖ヶ浦　昭和アステック株式会社　シルバー寄合所きらく　豊田建具
ファミリーマート袖ヶ浦蔵波店　谷元電機　日産物流（株）東日本支店

東京ガス株式会社袖ケ浦LNG基地　東京ガス袖ケ浦LNG基地安全衛生協力会
東京ガス労働組合エネルギー生産本部支部袖ケ浦LNG基地連絡会

東京都千葉福祉園　蔵波台つくも会　椎の木グループ　袖ケ浦市役所　平岡公民館　　
平川健康福祉支援室　老人福祉会館　

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。＊＊

　ボランティアセンターでは、ペット
ボトルキャップの整理・分別をして下
さるボランティアを募集しています。
　月に1回～2回で1時間程度の活
動をお願いします。

　活動日や時間については相談の
のち決定します。
　活動場所は、社会福祉センター
で行います。

グループでの申込みも
大歓迎です。

ボランティア募集ボランティア募集

放課後児童クラブ臨時職員募集
業務内容：   放課後児童クラブ臨時職員（小学

生の保育）
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（１４時頃）～１９時
 ＊シフト勤務制
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
採用予定日：平成２８年４月１日
申　　込：   平成２８年３月１７日（木）までに履歴

書を郵送又は持参
 ＊  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）

放課後児童クラブ常勤臨時職員募集
職種・採用人数　常勤臨時職員　1名
業務内容 放課後児童クラブの運営・保育
勤務場所  根形小学校区放課後児童クラブ：袖ケ浦市三ツ作855-2
  中川小学校区放課後児童クラブ：袖ケ浦市横田2211-1
勤務時間 月曜日～金曜日　 13時30分～19時00分　5.5時間（祝日・年末年始除く）
 ＊ 長期休暇期間や一日保育のときは8時間勤務（7時30分～19時の間の8時間）
 ＊ 特別日課などで、下校時間が早くなる場合は下校時間により変更あり　　　　　　　　　　　　　　
応募資格  児童の健全育成に熱意があり、次のいずれかに該当する人
 ① 保育士もしくは社会福祉士の資格を有する人
 ② 高等学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事した人
 ③ 幼稚園や小・中・高等学校などの教諭免許を有する人　　　　　　　　　　　　　　　　
 ＊ 上記の他　普通自動車運転免許
賃　　金  970円／時　（健康保険・厚生年金・雇用保険加入）
  有給休暇有り、規定により交通費の支給有り
雇用期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日（1年更新の可能性あり）
試験の方法　面接試験（日時・場所は後日通知）
申込方法 平成28年2月29日（月）までに履歴書を郵送又は持参
 （応募資格を証明する書類の写しを一緒に提出下さい。）
 ＊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）　　　　　　　　　　　　　　

　「私たちが暮らすこの地域
に、認知症や障がいをお持ちの
方、そのご家族や地域の方々
の誰もが気軽に立ち寄れる場
所をつくりたい」と、医療・福祉
の専門家や行政関係者がボラ
ンティアで集い、検討を重ねて
「認知症カフェ きみさんち」は
平成27年11月にオープンしま
した。

　「栗原きみ子さん」のご自宅を借り、運営を支える喫茶ボランティアや
ケーキを作るボランティア、庭を手入れするボランティアが力を合わせ、
またご近所の方々に駐車場としての土地も提供をしていただいてのスタ
ートでした。
　歳末たすけあい募金の助成を受けて12月16日に実施した「クリスマ
スの集い」では、マンドリンやギター奏者有志やボランティアサークル「コ
ールわかば」の皆さんが会場を盛り上げ、皆で歌を歌ったりとたくさんの
方が集う楽しい会となりました。ありがとうございました。
　「認知症カフェ　きみさんち」は毎週水曜日に開催しています。おいし
いコーヒーとケーキを用意して皆様のお越しをお待ちしています。運営・

ケーキ作り・庭整備ボランティアも併せ
て募集しています！

12月16日クリスマスの集いにて

認知症カフェきみさんちDATA
◆住所　袖ケ浦市坂戸市場1315　※地図参照
◆開催日時　毎週水曜日　10：00～15：00
※その他随時「男の介護教室」なども実施しています。
◆お問合せ　070-4021-4802

★

至  巌根

きみさんち駐車場
　（看板あり）

（旧道）

床屋 豊月堂 銀行

市役所

昭和小

中央
図書館

袖ヶ浦駅

★

きみさんち

➡➡この
旗
が
目
印
で
す
！

誰もが立ち寄れる場所をつくりたい誰もが立ち寄れる場所をつくりたい

認知症カフェ きみさんち認知症カフェ きみさんち

ありがとうございました
歳末たすけあい募金は市内の団体に助成しています

ボランティア　大募集！！
　「嬉泉祭りバザー」での販売のお手伝いをし
て下さるボランティアを募集しています。
　毎年恒例のバザーが大人気の地域交流イ
ベントです。
日　　　時 2月28日（日）
  午前9時30分　集合
  午後1時　解散（バザー開催時

間：午前10時～午後3時）
開 催 場 所 嬉泉福祉交流センター

  （袖ケ浦のびろ学園・ひかりの
学園）

 袖ケ浦市下新田1680
募集人数 10名
そ　の　他 昼食あり
  袖ケ浦公園駐車場と長浦駅前

から無料送迎バスあり
募 集 期 限 2月17日（水）
申込・問合せ ボランティアセンター

現在袖ケ浦学園では、男性用の衣類
の寄附をお願いしております。

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）
　　　　　　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。
　○衣類を持ち込む前に、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。
連絡・届け先　袖ケ浦市上泉1767-21　　TEL　75-4585
　これまでにたくさんの方々にご協力いただきありがとうございます。
　ご寄附いただきました衣類につきましては、学園内で有効活用させていただいております。

傾聴ボランティア交流会
　傾聴ボランティアに関わっている方が集まっ
て、体験談、活動についての悩みや喜びを語り
合い、傾聴ボランティア同士のつながりを深め
る交流会を開催します。
　傾聴は勉強したけれど、まだ活動はしていな
いという方もぜひご参加ください。
　参加希望される方は、必ず事前にお申込み
ください。
日　　時 3月24日（木）
 午後1時30分～3時まで

場　　所  社会福祉センター　大会議室（袖
ケ浦公園前）

対　　象  傾聴ボランティアとして活動して
いる方

  傾聴ボランティアに関心のある方
定　　員 20名
参 加 費 無料
申込期限 3月22日（火）まで
申込・問合せ　ボランティアセンター


