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社会福祉法人

袖ケ浦市社会福祉協議会

HP http://www.sodegaura-shakyo.jp

〒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）

0438-63-0825

※申込・問合せ先が係名となっている場合、
電話・FAX番号はこちらです。

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設設備等寄附金収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
内部取引収入
収入合計

袖ケ浦市社会福祉協議会では、
「 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」
を基本に、心豊かな福祉社会の実現を目指
して、地域住民や団体と一体となって各種の福祉事業を展開しています。
昨今の少子高齢化が進む中、地域住民が安心して暮らせる福祉コミュニ
ティーづくりと地域福祉の推進が益々重要となってきています。
このような情勢の中、福祉チャリティーゴルフ大会を通じて福祉の輪を
広げ、充実した福祉のまち袖ケ浦市とするためにこの福祉チャリティ－ゴ
ルフ大会を開催しています。
趣旨をご理解いただき、皆様の参加を心よりお待ちしています。
○開催日時

入

科目

資産の部
負債の部 純資産の部

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】地域福祉係
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（単位：円）
決算額
82,914,762
8,458,709
2,164,074
849,250
128,872
16,249,596
110,057
803,569
9,402,731
440,876
642,928
5,922,781

サービス区分
法人運営事業
福祉活動専門員設置事業
調査・企画・広報事業
助成事業
心配ごと相談所運営事業
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業
ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動事業
共同募金配分金事業
福祉カー運営事業
福祉バス運営事業
老人福祉会館運営事業
高齢者生活支援ホームヘルパー
派遣事業
生きがい活動支援通所事業
社会福祉金庫貸付事業
生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業
放課後児童クラブ運営事業
福祉基金事業
災害準備積立基金事業
訪問介護事業
社会福祉センター運営事業
自動販売機事業

251,721
1,013,306
10,000
1,895,200
633,784
16,015,061
29,722
2,500
17,566,752
3,525,653
1,782,442
170,814,346

貸借対照表

平成２８年７月８日
（金） ＊雨天決行

金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します

211,813,167

支

支出合計

＊スタート時間はスタートする組によって異なります。

○会
場 東京湾カントリークラブ
（袖ケ浦市蔵波１１４７）
○参 加 費 ３，
５００円
（チャリティー含む。申込み時納入）
○プレー費 １０，
０００円
（メンバー） １０，
５００円
（ビジター）
（当日フロントで各自精算をお願い致します。）
○競技方法 新ペリア方式 セルフプレー
○募集人数 ６組
（２４名）
申込順
○申込方法 電話で空き状況をご確認後、袖ケ浦市社会福祉協議会へ申
込みください。
なお、
１組３名～４名で申込みをお願い致します。
＊２名以下の場合は、受付ができませんのでご了承下さい。
申込み時に氏名・住所・電話番号・生年月日を記載のうえ参
（３，
５００円×人数分）
を添えて申込みをお願い致します。
加費
個人での申込みは受け付けていません。
○募集期間 平成２８年６月２０日
（月）
まで ＊定員になり次第終了
○受付場所 電話で空き状況を確認後、社会福祉協議会へご持参下さい。
○問合せ先 庶務係

（単位：円）
決算額
7,768,100
2,411,665
95,293,213
13,987,815
43,500
10,943,709
240,200
12,341,819
3,373,961
32,472
2,032,770
1,640,365
10,471,090
46,353,671
4,878,817

流動資産
固定資産
基本財産
その他固定資産
資産の部合計

流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
その他基金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債・純資産の部合計

本年度
20,742,689
191,178,168
1,000,000
190,178,168
211,920,857

前年度
25,762,363
194,256,607
1,000,000
193,256,607
220,018,970

（単位：円）
比較
△ 5,019,674
△ 3,078,439
0
△ 3,078,439
△ 8,098,113

14,544,182
50,913,210
65,457,392
1,000,000
138,248,934
7,214,531
146,463,465
211,920,857

10,962,527
56,817,000
67,779,527
1,000,000
135,450,875
16,058,568
152,509,443
220,288,970

3,581,655
△ 5,903,790
△ 2,322,135
0
2,798,059
△ 8,844,037
△ 6,045,978
△ 8,368,113

袖ケ浦市認知症家族の会

認知症カフェのぞみの
認知症家族の交流や相談などを行える
場所となっています。
家族の会と親しい方や関係者がボラン
ティアを兼ねています。
ご興味のある方はご連絡を下さい。
開催日：毎週火曜日１０時～１５時
場 所：袖ケ浦市のぞみ野５１－８
※マルシェ
（旧主婦の店のぞみ野
店）
の斜向
参加費：無料
（茶菓を持参して下さい）
連絡先：
０９０－７４１４－６８７３
（高安修蔵）

平成28年度袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付
期間：平成28年5月1日～5月31日

団体
（敬称略）
金額
（円）
出光千葉陸上輸送協力会
100,000
カズサ歌謡会
30,000
合
計
130,000
※平成28年度4月からの累計額は212,851円です。
入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語

聞こえたよ 優しい声で 「大丈夫？」
昭和小学校 ５年生

波多野

和心

※学年は第8回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

心配ごと相談所とは？ 6月～7月の心配ごと相談

日
時
会
場
心配ごと相談所では、市内在
（木） ・市役所
住の方を対象に生活上のあら 6月16日
ゆる相談に応じ広く地域住民 13：00～16：00 ・平川行政センター
・市役所
の不安を受けとめ、その解決に 6月23日
（木）
向けて適切な助言を行ってい 13：00～16：00 ・平川行政センター
・長浦行政センター
ます。
7月7日
（木）
・平川行政センター
心配ごと相談員は民生委員・
児童委員、人権擁護委員、行政 13：00～16：00 ・長浦行政センター
（木） ・市役所
相談委員からなり、相談日には、 7月14日
１会場につき、
２名から３名の相 13：00～16：00 ・長浦行政センター
談員で対応しています。
7月21日
（木） ・市役所
相 談は、
「 予 約 不 要 」で「 無 13：00～16：00 ・平川行政センター
料」
です。また、相談内容等につ
・市役所
7月28日
（木）
いては、
「秘密を厳守」
いたしま
・平川行政センター
13：00～16：00
・長浦行政センター
すので心配ごと、悩み事があり
ましたらご相談ください。
ただし、受付は15：30まで
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袖ケ浦市社会福祉協議会では、現在１１台の自動販売機
を設置し、収益が地域福祉事業に役立てられています。
袖ケ浦市社会福祉協議会の趣旨にご賛同頂き、自動販
売機を設置させて頂ける会社様・商店様を探しています。
ぜひ自動販売機の設置にご協力をお願いいたします。
問合せ：庶務係

有料広告を募集します

袖ケ浦市社会福祉協議会の広報紙・ホームページに貴
社の広告を掲載しませんか。
広 報 紙「 社 協 だより」は 、毎 月１５日に 発 行し、毎 号
２１，
５００部発行され、市内の新聞購入者や公民館等で配
布されています。詳細はお問い合わせ下さい。
問合せ：庶務係

【赤い羽根共同募金】熊本地震義援金

第2回 熊本地震義援金報告（平成28年5月1日～5月31日（順不同)）
伝統工芸保存会
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
㈲設備保全センター
伝統工芸保存会
（2回目）
袖ケ浦市社協理事・監事
袖ケ浦市社協評議員
匿名
（2件）

合

計

金額
（円）
25,678
10,000
10,000
7,627
10,377
7,405
5,075
76,162

※震災後からの累計額は300,276円です。

第1回 平成28年4月地震大分県被災者義援金報告
（平成28年4月22日～5月31日（順不同)）

団体・個人
（敬称略）
NPO法人ぽぴあ

袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
匿名
（1件）

「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

社協だより162-4.indd 2
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新規自動販売機設置の場所を募集します。

団体・個人
（敬称略）

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。

27

年度決算報告

第１０回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会参加者募集

収

162
平成

日常生活自立支援事業の生活支援員を募集しています
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」
を行っています。
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。ご興
味のある方はぜひご連絡下さい。
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。
問合せ：地域福祉係

ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

平成 年度会計収支決算は、平成 年 月 日に監事による監査を経て、同月 日の理事会で認定され、
翌日の評議員会において承認されました。ここに収支報告をさせていただきます。今後とも本会へのご支援
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

☎0438-63-3888

VOL.

合

計

金額
（円）
3,583
10,000
4,075

17,658

※震災後からの累計額は17,658円です。

社会福祉協議会
（地域支援係）

16/06/08 16:20
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ボランティア登録数

（平成２８年４月１日現在）

●個人ボランティア：
304名
●登録ボランティア団体：
59団体

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」

No.199

夏休み
ボランティア
講座

（

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） 0438-63-0825
※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。

赤い羽根共同募金は
どこに行くのだろう

）

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
22団体、1個人

～ 赤い羽 根をめぐる自由 研 究 ～

毎年10月から12月まで自治会や学校等を通じて協力をお願いしている「赤い羽根共同募金」と「歳末たすけあい募金」。
皆さんが一生懸命集めてくれた貴重な募金は、市内でどんな福祉活動に活かされているのでしょう。
この夏、一緒に赤い羽根をめぐる自由研究に出かけてみませんか。

募集内容
・日 程 平成28年8月3日（水）午前９時３０分～１２時
・会 場 袖ケ浦市社会福祉センター及び市内福祉施設見学（市バスにて移動）
・集合時間 ①市バス利用の方・
・
・9：00袖ケ浦駅南口ローターリー
②直接来る方・
・
・9：30袖ケ浦市社会福祉センター
＊申込み時に①または、②のどちらかをお選び、時間どおりにお越し下さい。

ほっとテレホンサービス利用者募集

・対象者
・受講料
・持ち物
・締切り
・問合せ

市内在住の小中高校生
先着30名（小学3年生以下は保護者同伴）
無料
筆記用具、タオル、飲み物
平成28年7月20日（水）
ボランティアセンター

袖ケ浦学園からのお願い
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（ゴムの物）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。

袖ケ浦市自主防災実務者講習会を開催します

放課後児童クラブ常勤臨時職員募集

（千葉県災害対策コーディネーター養成講座）

“防災活動の知識経験を積みたい” “人的なネットワークを広く持ちたい”そんな方
にぴったりの講習会です。
日 時：第１回～３回：７月２日（土）
・
３日（日）
・
９日（土） 午前９時～午後４時３０分
第４回：７月１０日（日） 午前９時３０分～午後４時
＊第１回～３回までを受講すると、県から修了証が交付されます。
場 所：平川公民館 視聴覚室
内 容：実技演習・講座
（筆記用具・上靴をお持ちください。
また、動きやすい服装でご参加下さい。）
定 員：５０名程度（先着順）
参加費：各回 ５００円（初日にまとめてお支払下さい。）
申込期限：6月17日（金）
問合せ：NPO法人 ゆかいな仲間たち TEL090-3069-9640 担当：白尾

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４月１日～４月３０日（順不同・敬称略）
髙橋佳代子 齊藤千代子 西沢光 吉村治子 石渡美紀子
根津佳年 河内清 滝口英夫 尾形憲司 大島省子
中友忠 石渡榮 髙橋優紀 北村幹夫 鴨川重實
（株）片山組 尾張屋木更津店 長浦さつき台長寿会
ファミリーマート袖ケ浦長浦店
シルバー寄合所「きらく」 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 特別養護老人ホームみどりの丘
特別養護老人ホーム和心苑 蔵波台つくも会
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 （株）山九海陸千葉支店
臨海スポーツセンター 平川公民館 袖ケ浦市役所
匿名 １２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。＊＊

●おしゃべりサロン「ひびき」
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衣 類

週に１回ボランティアがひとり暮らしの高齢者にお電話をかける電話訪問（ほっとテレ
ホン）事業です。
社会福祉協議会が実施しています。現在４名のボランティアが、活動しています。
お気軽にお問合せ下さい！
！
電話訪問日時：毎週水曜日
午前１０時～１２時の間にボランティアより、お電話 します。
※年末年始（１２月２９日～１月３日）と祝祭日はお休みです。
対象者：袖ケ浦市内でひとり暮らしをしている６５歳以上の方
問合せ・申込先：ボランティアセンター
○ボランティアは守秘義務を徹底し、お聞きした内容は他へ漏らしません
ので、安心して自由にお話しください。
○このサービスは「お話していただくこと」を目的としており、相談業務では
ありません。
○サービスの利用は無料です。

○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。
連絡・届け先

袖ケ浦市上泉１７６７－２１ ＴＥＬ
：
７５－４５８５

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。

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：袖ケ浦市三ッ作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
受験資格：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
試験の方法：面接試験（日時・場所は後日通知）
申 込 方 法：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：地域支援係
急募ボランティア募集

平成２８年度 第１回
「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」 移送サービス事業付添いボランティア募集
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・
ｉ
ｎちば」を開催します。

開催日時：平成２８年７月１７日(日)
午後１時～午後４時
会場：幕張メッセ国際会議場 コンベン
ションホール他
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：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：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

日時 ６月２４日
（金）午後１時３０分～３時３０分 場所

社会福祉協議会では、ご自分で病院などに行くことが難しい高齢者
や障がいをもっている方を、ボランティアが送迎する「移送サービス事
業」を行っています。
付添いボランティアを募集します。
活動時間：月に１～２回程度、ご都合のよい日（平日）に３時間～５時間
程度の活動です。
活動内容：利用者の受診の際、車の乗り降りや受付などでお手伝いを
したり、お話し相手になっていただく活動です。性別・資格
は問いません。
但し、付添いボランティアの年齢の上限は７５歳とします。
活動場所：袖ケ浦市社会福祉センターへ集合し、会員宅から医療機関
等への送迎です。
行き先は、袖ケ浦市・木更津市・市原市です。
問合せ：地域支援係 電話６３－３８８８

老人福祉会館

問合せ ボランティアセンター
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