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〒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
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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）

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

おばあちゃん 心配しないで ぼくいるよ
昭和小学校 ４年生　坂元  凌英

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２月１日～２月２９日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦ワークスリサイクル会 200,000
匿名 151
合　　　計 200,151
※ 平成27年度4月からの累計額は2,326,871円です。

袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度
　「袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度」は、市内で災害が発生し
た時に災害ボランティア活動を行う意志のある個人又は団体を袖ケ浦市ボ
ランティアセンターに登録していただき、いざという時に備えるものです。
【登録できる方】
・個人登録…満15歳以上（中学生以下は不可）
・団体登録…代表者が満15歳以上（中学生以下は不可）
【登録方法】
登録用紙を入手のうえ、記入して提出してください。
【登録用紙入手方法】
①当会ホームページ（http://www.sodegaura-shakyo.jp）から登録
用紙をダウンロード

②社会福祉協議会（地域支援係）にご連絡いただければ、郵送します。

平常時
　ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関
する研修会のお知らせや各種情報を提供します。
災害時
　袖ケ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンター
と連絡をとりながら、ご自身の責任に基づき、災害ボランティア活
動をするかどうか判断してください。
　活動することとした場合は、当該ボランティアセンターで受付す
るとともに、その指示に従って活動してください。

問合せ　社会福祉協議会（地域支援係）
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　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
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

4月7日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

4月14日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

4月21日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

4月28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

3月～4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？ 東京都千葉福祉園 お花見会東京都千葉福祉園 お花見会

日常生活自立支援事業の生活支援員を募集しています

もし・・災害が起きてしまったら‼

災害ボランティアセンターとは？

災害に備えて・・・！！

災害ボランティアセンターの運営の担い手？

災害ボランティアセンターは何をするの？

災害ボランティアセンターにご協力ください。災害ボランティアセンターにご協力ください。

日　時：平成28年4月3日（日）
 10：00～14：00（雨天決行）
場　所：千葉県袖ケ浦市代宿8
 総合訓練センター及び桜並木周辺
催し物：生産品販売・フリーマーケット、バン 

ド演奏、太鼓演舞、模擬店など。
ぜひ、名物のさくら並木をご観賞く
ださい。

その他：駐車場につきましては、係員の指
示・誘導に従ってください。

問合せ：東京都千葉福祉園お花見会
 担当　冨

とみたか

高　典
のりゆき

之
 0438-62-5348（直通）

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、もの忘れや知的障がい、精神障がいのために、
福祉サービスの利用や日常的な金銭の管理に不安をもっている方を支援する「日
常生活自立支援事業」を行っております。
　この事業にご協力いただける方（生活支援員）を募集しています。
支援内容：福祉サービスの利用に関する相談、利用料の支払い手続きや生活費の

払戻し等の金融機関の窓口での手続き等
応募要件：高齢者や障がいのある方への福祉活動に関心のある方（資格や経験は

問いません。）
※民生委員児童委員及び福祉サービス事業所等に所属している方を除きます。
※生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が指定する生活支援員養
成研修を受講していただきます。

　近年、日本各地でいろいろな災害が多く発生していると思いませんか？
　地震だけではなく、水害・竜巻などの被害をニュースで良く目にしています。災害は、いつ・どこで
起こるかわかりません。そこで、災害が発生した時に多くのボランティアの方々の手助けが必要となります。
　袖ケ浦市社会福祉協議会では、発災後、ボランティアの協力をいただきながら、災害ボランティアセンターを設置す
るための準備を進めています。
　もしもの時は、皆さまのご協力をお願い致します。

・災害時に設置される被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための
拠点です。被害の大きな災害に見舞われたほとんどの被災地に立ち上げ
られ運営されています。

地震など大きな災害が起きても、被害を最小限にとどめることを指します。
普段からどんな準備をしておけば、減災につながるのでしょうか？
●家具の転倒・落下を防止しましょう。
大型家具や家電製品の転倒防止のため、ストッパーやＬ字金具で
しっかり固定し倒れても出入り口をふさがない向きにおいておきましょう。

●非常持出品、備蓄品を準備しておきましょう。
大規模災害に備え、備蓄品は余裕をもって備えておくと良いでしょう。
家族の状況に応じて備える物は変わります。高齢者や赤ちゃんのいる
家庭など必要なものを加えましょう。

●普段からの準備が大切です。
水や食料、常備薬などがどこにあるのか家族全員がわかるようにしておきましょう。
何もかも備蓄できる訳ではありません。家族に必要なものを優先して備蓄しましょう。

・家族と連絡が取れる様に話し合っておきましょう。
　災害が発生したとき、心配になるのは家族や友人の安否です。音声通話は
つながりにくくなるので、電話会社が提供する『災害用伝言ダイヤル』『災害
用伝言板』などの専用サービスを活用すると良いでしょう。公衆電話、携帯
電話のメール、Ｅメールなどを組合せれば連絡が取れる確率は高まります。

・家族の集合場所を決めておこう。
　家族が、離ればなれになった時の連絡
方法や避難場所を確認しておきましょう。
できれば避難経路などの下見をしておく
と良いでしょう。

・一般的に、被災した地域の社会福祉協議会、日頃からボランティア活動
に関わっている人たち、行政が協働して担うことが多いです。

・災害の起きた地域や世帯の被害状況や希望にあわせてボランティアを
派遣します。　例えば…がれきや土砂の撤去・清掃・炊出しの手伝いなど

◆事前準備
①情報収集→被災地の情報を確認します。
（ニュース・ホームページ・広報紙など）
②保険の加入→活動前に必ずボラン
ティア保険に加入をしましょう。
被災地に赴く場合には、事前に居住
地（袖ケ浦市）の社協で手続きしま
す（自己負担）。これは、出発時点か
ら保険の対象となり、現地での事務
手続きを簡素化するためです。

◆現地での活動
③受付・登録→ボランティア活動をする
ための登録を行います。

④マッチング→ボランティアの活動内容
（ニーズ）が掲示してあるので、自分
が希望する活動を選びます。
グループが出来たら、班のリーダー
を決めます。

⑤出発→活動の説明を受け、グループ
で出発します。

◆活動報告
⑥活動報告→一日の活動を報告書に記
入します。

　平成２７年１０月に（株）伊藤園様より、災
害ボランティアセンター立ち上げの際に必
要なワンタッチテントを寄贈して頂きました。
また、社会福祉センター敷地内にあります
資材倉庫の備蓄品の充実にも努めています。

災害ボランティア活動の流れ

減災って？減災って？

辺
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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）　　0438-63-0825196No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　３月２５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２８年１月１日～１月３１日

（順不同・敬称略）

渡辺芳美　近藤君子　山田準子　中友忠
相馬政子　佐久山武夫　山下信司
櫻山紀子　西村和之　滝口英夫

小川雅子　石渡榮　髙橋優紀　河内清　
上嶋那奈　松井正恵　 

昭和アステック（株）　尾張屋木更津店
蔵波台ギターアンサンブル
（株）荏原製作所

Ｋｓカレー　臨海スポーツセンター　
（株）山久海陸　カトレアンホーム
特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑

県営ゆうしん会
長浦マンドリンアンサンブル

神納蓑和田有志　重城産婦人科・小児科
袖ケ浦市役所　ひらかわ健康福祉支援室

 匿名　１０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。＊＊

放課後児童クラブ
指導員募集

業務内容：放課後児童クラブ指導員
 （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（１５時頃）～１９時
 ＊シフト制による勤務（有給休暇あり）
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：  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）

移送サービス 運転・付添ボランティア募集
　社会福祉協議会では、公共交通機関で病院などに行くことが難しい高齢
者や障がいを持っている方を、自宅から病院などに送迎するサービスです。
　現在ボランティアを募集しております。
　月１回からの活動で構いません。ご都合の良い日時に合わせて、コーディ
ネーターが活動日を調整いたします。
【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】袖ケ浦社会福祉センターに集合し、社協所有 
 の車にて利用会員様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
【問い合わせ】袖ケ浦市社会福祉協議会　地域支援係　63-3888

傾聴ボランティア交流会傾聴ボランティア交流会

君津地区自閉症協会（にじの会）講演会君津地区自閉症協会（にじの会）講演会
開催のお知らせ開催のお知らせ

　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）
申込・問合せ　ボランティアセンター

　発達障がいでも比較的軽度の子どもたち、診断されていなくてもやはり気に
なる子どもたちなどを対象に、その子どもたちが成人になって、自立した生活が
送れるようになったのか、振り返って幼児期や学齢期に何が大切だったのか、長
く発達障がいの現場を取材され、成功例や必ずしもそうでなかった例など豊富
な事例から生きる力を養うための対応方法の基本について講演を頂きます。

テーマ　「発達障害児者の理解と啓発」
演　題　『発達障害の理解と支援』　
 幼児から成人まで～社会参加できる大人に育てるために～
講　師　品川裕香氏 （教育ジャーナリスト、編集者、文部科学省中央教育審議会
 教育課程特別支援教育部会委員）
日　時　平成２８年４月１７日（日）　１２時３０分～１５時３０分（１２時受付）
場　所　君津市生涯学習交流センター　多目的ホール（君津市役所脇）
参加費　１人　５００円

　ボランティアセンターに集められたペットボトルキャップは、ボランティ
アの協力によってリサイクル業者に回収をする前に分別を行っています。
　現在、分別をして下さるボランティアが不足し大変困っています。活動
のお手伝いをして下さる方を大募集します。
 《募集内容》
活動内容　ペットボトルキャップの分別作業

（例えば、ペットボトルキャップ以外のふた
を取り除く、ゴミなどを取り除くなどです。）

活 動 日　月２回程度（相談可）
活動時間　１～２時間の間
活動場所　社会福祉センター
問 合 せ　ボランティアセンター

ご協力ありがとうございました。
　今年も一輪車にたくさんのペットボトルキャッ
プを載せて、「根形小学校ボランティア委員会」の
みなさんが来訪。根形小学校で集めた、１年分の
キャップを寄贈してくださいました。集まったキャッ
プをボランティア委員会のみなさんが、選別をして
くださっているそうです。
　本当に、ありがとうございます。

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と古
切手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。

ご協力ありがとうございました。
　奈良輪小学校児童会のみなさんが中心となり１年間集めてくださった
ペットボトルキャップ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。ありがとうございました。

○根形小学校
　ペットボトル
　キャップ・・・３３㎏

○奈良輪小学校　ペットボトルキャップ…１１２．８㎏

収集ボランティア収集ボランティア ○東京ガス株式会社袖ケ浦ＬＮＧ基地
　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
　東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
　ペットボトルキャップ・・・63㎏　古切手・・・6,674枚

ペットボトルキャップの分別ボランティア募集ペットボトルキャップの分別ボランティア募集


