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☎0438-63-3888

0438-63-0825

ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

※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。

第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
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。
閉会後にお楽しみ抽選会を

実施します。
テーマ
『深めよう、
地域のきずな』豪華賞品が当たります。

日時 平成２８年１１月２７日（日）
時間 午前１０時３０分〜午後１時３０分(予定)
会場 平川公民館（横田１１５−１）

主催

生活困難世帯たすけあい見舞金
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対象外です。
＊申請時に生活状況を確認しますので、ご了承ください。
［申請方法］本人からの申請が必要となります。詳細は、
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］10月15日（土）〜11月10日（木）
ひとり親世帯たすけあい見舞金
対象のひとり親世帯は、児童扶養手当を受給してい
る世帯です。
［申請方法］対象の方に届く平成28年度児童扶養手当
証書に、たすけあい見舞金の申請書を同封しますので、
同封の案内を確認し、申請してください。
［申請期間］10月31日（月）まで
※対象と思われる世帯で、10月に児童扶養手当証書
が届かない場合には見舞金の申請について、下記ま
でお問合せください。

問合せ 地域福祉係

声かけで 人と人とを つなぐ縁
※学年は第８回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

【赤い羽根共同募金】熊本地震義援金
第3回 平成28年4月地震
大分県被災者義援金報告
（平成28年7月1日〜9月30日（順不同)）

個人
（敬称略）

金額
（円）

髙橋 優紀

3,600

合

3,600

計

※震災後からの累計額は370,912円です。

個人
（敬称略）
社会福祉センター募金箱

合

計

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、日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない
方が地域で安心して生活できるように支援する「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。

平成２８年度心身障がい者（児）の集い
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。是非ご参加下さい。
日 時：平成２８年１２月７日（水） 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、それに準ずる方
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２８年１１月１８日（金）
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下さい。
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下さい。
その他：市バスで巡回送迎します。詳細はお問合せ下さい。
問合せ：地域福祉係

平成28年度袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付

地域ぐるみ福祉推進標語

（平成28年9月1日〜9月30日（順不同)）

日産化学工業株式会社様並びに日本燐酸株式
会社様から、車両1台（三菱自動車 ミニキャブ
バン）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。

問合せ 地域福祉係

「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環と
して「つながり ささえあう みんなの地域づくり」
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、生
活困難世帯・ひとり親世帯に支援をするものです。

第6回 熊本地震義援金報告

日産化学工業株式会社・
日本燐酸株式会社の皆様
ありがとうございました

模擬店の販売：焼きそば、焼き芋、フランクフル
ト、パン、お菓子、綿あめ等飲食物の販売、社会
福祉施設利用者作成の木工芸品、陶芸品

見舞金の申請を受け付けます

根形小学校 ６年生 徳久 日音
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☆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！

地域歳末たすけあい事業

入選賞

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

その他会場：おもちゃ病院、ミニ手芸教室、
輪なげ、竹ぽっくり、スナッグゴルフ体験、福祉
クイズコーナー、頭の元気度測定会など

【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
(東京都千葉福祉園・養育園)：踊り
中川小学校：合唱
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
平川中学校吹奏楽部：音楽セレモニー

VOL.

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

金額
（円）
1,206
1,206

※震災後からの累計額は28,057円です。

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９月１日〜９月３０日
団体・個人
（敬称略）
榎本 幹夫
ＡＤＥＫＡ労働組合
袖ケ浦ライオンズクラブ
匿名（３件）
合
計

金額
（円）
10,000
110,000
50,000
20,600
190,600

個人
（敬称略）
物品名
匿名（１件）
ハガキ４１枚・往復ハガキ４枚
※平成28年度4月からの累計額は973,803円です。

シニアクラブ新規会員大募集中！
シニアクラブ連合会は、同世代の連帯・支え合いに
よって「生きがい」
「健康」
「仲間」をつくり、社会貢献
によって「地域づくり」を行っていくことを基本理念
として、文化・スポーツ活動などを実施しております。
現在、9月から11月まで会員増強運動強化月間と
して、新規会員を大募集中です。
問合せ：袖ケ浦市シニアクラブ連合会事務局
（地域福祉係）

「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）
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ボランティア登録数
（平成２８年7月１日現在）

●個人ボランティア：
282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」

（

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

No.203

※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。

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
22団体、2個人

）

「心身障がい者（児）の集い」ボランティア募集
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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！
ߚߊߐࠎߩ
日 時：平成２８年１２月７日（水）
ࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ
午前９時集合・午後３時解散予定
ߏᔕ߅ᓙߜߒߡ
（集いの開催は午前１０時３０分から午後２時）
߅ࠅ߹ߔ㧋㧋
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２８年１１月１８日（金）

「学校における児童生徒への合理的配慮」

問合せ先：ボランティアセンター

平成２８年度第２回
「福祉のしごと就職フェア・
ｉ
ｎちば」御案内
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、同日開催にて様々なセミ
ナーを開催します。
同日開催
1.開催日時：平成２８年１１月１２日(土)
福祉のおしごとセミナー
午後１時〜午後４時
午前１０時〜午後４時
2.会
場：幕張メッセ国際会議場
コンベンションホール他
同会場で開催します。実際に
福祉の現場で活躍している
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） 職員から仕事の内容や役割、
やりがいなどを語っていた
3.参加方法：直接会場へお越しください。
だきます。
参加費無料、履歴書不要
4.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
HP：http://www.chibakenshakyo.net/

働くことにお悩みの方・
わが子の就職に
お悩みの方へ

就職相談 会 を 開 催
就職相談会

日 時：10月22日（土）10：00〜12：00
内 容：・元ニートの就職体験談を含めたサポステ紹介
・親と子どもの関わり方アドバイス
場
対
申
電

所：袖ケ浦市民会館
象：15歳〜39歳の若者とその保護者の方
参加費：無料
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）
話：0438-23-3711（要予約）

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8月１日〜8月３1日（順不同・敬称略）
中友忠 渡辺芳美 山下真司 櫻山紀子 西村和之
鴨川重實 滝口英夫 尾形憲司 松本一二三 小川雅子
夛田令子 上嶋那奈 佐々木胤麿 石渡榮
長浦マンドリンアンサンブル 尾張屋木更津店
神納区出津分区3班B 袖ケ浦市視覚障害者協会
蔵波台ギターアンサンブル 袖ケ浦ふれあい ㈱さわや
昭和アステック㈱ ㈱三九海陸千葉支店
㈱一条工務店千葉 住友化学労働組合
百目木公園管理組合 ファミリーマート蔵波台店
日産物流㈱東日本支店 蔵波台つくも会
健康麻雀あじさい 神納箕和田有志 池田農園
臨海スポーツセンター 長浦公民館 袖ケ浦市役所
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」

講

師

西村 則子氏
（千葉県立八日市場特別支援学校

校長）

日 時：１１月１３日（日）
１２時３０分〜１５時３０分（１２時受付開始）
会 場：君津市生涯学習交流センター （君津市久保2-13-2）
参加費：５００円
定 員：１００名
後 援：千葉県発達障害者支援センター（CAS）
千葉県TEACCHプログラム研究会
主 催：君津地区自閉症協会（にじの会）
申込・問合せ：ボランティアセンター

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。
日 時：１０月２０日（木）午後１時３０分〜３時３０分まで
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：１０月１８日（火）まで
申込・問合せ：ボランティアセンター

્ᛢࢸδᇜἁἻἨਦݰՃѪᨼ
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
６５歳未満の方
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：地域支援係

心配ごと相談所とは？
心配ごと相談所で 10月〜11月の心配ごと相談日
は、市 内 在 住 の 方を
日
時
会
場
対象に生活上のあら 10月20日（木）
・市役所
ゆる相 談に応じ広く 13：00〜16：00 ・平川行政センター
地域住民の不安を受
・市役所
けとめ 、その 解 決 に 10月27日（木） ・平川行政センター
向けて適切な助言を 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
行っています。
11月10日
（木） ・平川行政センター
心 配ごと相 談 員は 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
民 生 委 員・児 童 委 員 、
人権擁護委員、行政相 11月17日（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
談委員からなり、相談
日には、
１会場につき、 11月24日（木） ・市役所
２名から３名の相談員 13：00〜16：00 ・平川行政センター
で対応しています。
ただし、受付は15：30まで
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。

収集ボランティア
○住友化学労働組合
ペットボトル
キャップ
…140㎏
古切手
…2,030ｇ
ベルマーク
…12枚
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
キャップ等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。

日時 １０月２８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

