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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）

法人全体収入総額………… 185,413千円
（単位：千円）

法人全体収入内容内訳 28年度当初予算額
会費・寄付金収入 10,266千円
補助金及び受託金収入 123,171千円
事業・負担金収入 14,127千円
介護保険事業収入 13,515千円
障害福祉サービス等事業収入 3,255千円
その他収入 11,428千円
前期末支払資金残高 9,651千円

法人全体支出総額………… 185,413千円
（単位：千円）

社会福祉事業区分内訳 28年度
当初予算額

社会福祉事業区分 179,757千円

　本部拠点区分 155,744千円

　（１）法人運営事業サービス区分 104,640千円

　（2）調査・企画・広報事業サービス区分 2,217千円

　（3）助成事業サービス区分 1,026千円

　（4）心配ごと相談所運営事業サービス区分 137千円

　（5）地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分 1,904千円

　（6）ボランティアセンター運営支援事業サービス区分 1,194千円

　（7）ボランティアセンター運営事業サービス区分 183千円

　（8）ボランティア活動事業サービス区分 940千円

　（9）共同募金配分金事業サービス区分 11,306千円

　（10）福祉カー運営事業サービス区分 370千円

　（11）福祉バス運営事業サービス区分 1,075千円

　（12）老人福祉会館運営事業サービス区分 6,146千円

　（13）高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業サービス区分 718千円

　（14）生きがい活動支援通所事業サービス区分 1,206千円

　（15）社会福祉金庫貸付事業サービス区分 648千円

　（16）生活福祉資金貸付事業サービス区分 1,894千円

　（17）日常生活自立支援事業サービス区分 816千円

　（18）放課後児童クラブ運営事業サービス区分 19,305千円

　（19）福祉基金事業サービス区分 16千円

　（20）災害準備積立基金事業サービス区分 3千円

介護保険事業拠点区分 24,013千円

　（21）訪問介護事業サービス区分 24,013千円

公益事業区分内訳 28年度当初予算額

公益事業区分合計 3,664千円

社会福祉センター運営事業拠点区分 3,664千円

収益事業区分内訳 28年度当初予算額

収益事業区分合計 1,992千円

自動販売機事業拠点区分 1,992千円

その他詳細については、本会ホームページで閲覧できますので、ホー
ムページもぜひご覧下さい。

社会福祉法人袖ケ浦市社会
福祉協議会収入支出予算

平成
28年度袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画平成２８年度

社会福祉法人

　本法人は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域住民の参加を促進し、行政機関、福祉関係団体
等と連携を深め、袖ケ浦市における社会福祉事業及び地域の社会福祉に関する活動を促進し地域福祉の推進を図り
ます。

　本法人は、地域福祉活動計画に基づく「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」を基本理
念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域社会を実現する
ため、第１に障がいの有無や性別、年齢等の違いを認め合える全ての個人の人間性を尊重する。第２に市民や団体、地
域の人々が福祉活動を理解し、市民参加の協働による助け合いのまちをつくる。第３に活力ある社会福祉協議会をつく
るため、組織基盤、財政基盤の強化を図ることを基本視点とし、次の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

◆ 基 本 方 針

◆ 基 本 目 標

社会福祉協議会の
運営基盤強化 地域活動の支援 広報、啓発、

相談事業の充実
生活支援の充実

基本目標１基本目標１ 基本目標2基本目標2 基本目標3基本目標3 基本目標4基本目標4

金婚式を迎えるご夫婦
に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41年9月1日から昭和42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41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。
【申込期限】7月29日（金）
【申込・問合せ】
　社会福祉協議会（地域福祉係）

　社会福祉協議会は、地域のみなさまと相互に協力しあい、子どもから
お年寄りまで、住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、
様々な福祉サービスを行っている団体です。
　事業を行う費用は、皆さまから寄せられた寄付金、赤い羽根共同募金
配分金、補助金、委託金に加え、現在、市政協力員（区長、分区長、自治会
長）を通じてお願いしている会費を財源としています。
　より一層の地域福祉の充実のため会員としてご支援をお願いいたします。
　また、会社等の各種法人による法人会員のご支援も併せてお願いいた
します。
＊区、自治会に加入されていない方は、社会福祉協議会、市地域福祉課、
ながうら・ひらかわ健康福祉支援室、各行政センター等で受付を行ってい
ますのでご支援ご協力をお願いいたします。

◇一般会員　1口　500円
◇賛助会員　1口　1,000円
　＊公務員の方のいる世帯
◇特別賛助会員　1口　2,500円
　＊袖ケ浦市職員で課長職以上の方のいる世帯等
＜賛助・特別賛助会員は対象者の方のご賛同をいただけた方
にお願いしています。＞
◇法人会員　1口　10,000円

会　
　

費

地域福祉のために地域福祉のために
会費の協力をお願いします。会費の協力をお願いします。

　千葉県ゴルフ協会から車両１台（ス
ズキエブリイ）をご寄贈頂きました。
寄贈して頂きました車両は、本会が行
っている地域福祉事業で活用させて
頂きます。ありがとうございました。
　また、千葉県共同募金会から市町
村社会福祉協議会地域福祉事業用
車両の助成を受け、日産セレナを購入
しました。ありがとうございました。

千葉県ゴルフ協会からゴルフフェスタ号の寄贈を頂きました！

3月18日千葉県庁にて
贈呈式が行われました。

ゴルフフェスタ号 千葉県共同募金会助成車両

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

声かけて  広げていこう  地いきの輪
根形小学校 ４年生　喜多  結里花

※学年は第8回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催時のものです。

平成28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３月１日～３月３１日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦市職員会KFGC会 5,500
髙橋　優紀 3,000
椎の木グループ 76,294
合　　　計 84,794
※ 平成27年度4月からの累計額は2,411,665円です。

　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
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

5月12日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

5月19日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

5月26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

4月～5月の心配ごと相談日
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）　　0438-63-0825197No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　４月２２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２月１日～２月２９日（順不同・敬称略）
中友忠　鴨川重實　川津陽海　早津ハル　田久保栄晶　石渡榮　佐久山武夫　大橋壮　

石渡美紀子　鈴木郁江　河内清　根形小学校　千葉銀行Ｖネットクラブ事務局
ファミリーマート袖ケ浦長浦店　コールわかば　百目木公園管理組合
手話サークル「めだかの会」　（株）さわや　蔵波台ギターアンサンブル

長浦マンドリンアンサンブル　尾張屋木更津店　介護老人保健施設カトレアンホーム
特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　（株）玉川電機　奈良輪小学校

シルバー寄合所「きらく」　蔵波台つくも会　臨海スポーツセンター　袖ケ浦市役所
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。＊＊

【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月と９月下旬の年２回を予定しております。
　・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いただきます。
 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）　63-3888

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　　その他　　当日の保育はありません。

対象団体：地域を基盤として活動している自治会・ボランティア団体・個人等
対象活動：高齢者・障がい者・子育て中の親子等、市民誰もが参加できる活

動で、年６回以上の活動をしていること。また、政治、宗教及び営
利目的等の活動でないこと。

助成金額：本会予算の範囲内で当該事業に係る経費の１/２以内を助成します。
（上限額：年間３０，０００円以内）

その他：詳細については、社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。
問合せ：社会福祉協議会（庶務係）

　新しいボランティア活動立上げ協力の呼びかけです。
◇内容は？テーマは？
　『地域』にしようかな？？？
　正直まだまだ、活動場所や時間など詳しい内容等、多くのことを決めて
いません。それは、これからみなさんと『一緒に作っていきたい』との思いが
第一にあるからです。
　♡♡興味のある方は下記までにご連絡をお待ちしております。♡♡

移送サービス　運転・付添ボランティア募集

君津ふくしネットからのお知らせ！！

放課後児童クラブ指導員募集

　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。
　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。

　本事業では、高齢者、障がい者、子育て中の親子等が地域社会において
安心で安全にいきいきと住み続けられるよう、世代間交流、地域交流の拠
点となる居場所づくり活動を行っている団体等に助成を行い、活動の推進
を行っています。

『地域』のこと　いっしょに　お話ししませんか？

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（１4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
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）

日　時：６月１０日（金）午前１０時００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

　高齢期においては、自立した生活を送
るうえで、筋力運動が非常に重要です。
週に1回、1時間の運動で、筋力の維持、
向上に効果があります。
　「袖ケ浦いきいき百歳体操」をやって
みたい、興味があるという方はぜひ説
明会へご参加ください。
【開催日程】　
・4月28日（木）13：30～15：00　富岡分館多目的ホール
・5月12日（木）13：30～15：00　平岡公民館視聴覚室
・5月13日（金）13：30～15：00　平川公民館多目的室

【内容】・高齢期における筋力運動と取り組みの必要性についての講話
・袖ケ浦いきいき百歳体操の実践

【対象者】おおむね65歳以上の方
【申込み】ご希望の日程を事前にお電話にてお申込み
 ください。締め切りは各日とも前日まで。

なお、筆記用具をお持ちのうえ、動きやすい
服装でおいでください。

【問合せ・申込み】地域包括支援センター　62-3225

ふれあい・いきいきサロン事業

君津地区自閉症協会（にじの会）自閉症
啓発デー講演会のお知らせ

～連絡先～ 君津ふくしネット　担当：玉
たまて
手　 匠

たくみ

　0439-27-1482（平日　9：00～18：00）

袖ケ浦いきいき百歳体操
説明会を開催します！

第２０回 ボランティアチャリティーショー


