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※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。

心配ごと、悩みごとをひとりで抱えていませんか。
民生委員・児童委員は、あなたの身近な相談相手として、その内容に応じて関係機関への
「つなぎ役」
になります。
民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員は

主任児童委員は

地域住民の立場にたって地域 地域を見守り、地域住民の身 子どもや子育てに関する支援
の福祉を担うボランティアです。 近な相談相手、専門機関への を専門に担当する民生委員・児
民生委員は、
民生委員法に基 つなぎ役です。
童委員です。
自らも地域住民の一員として、 民生委員・児童委員と連携し
づき、厚生労働大臣から委嘱さ
れた制度ボランティアです。
また、 担当地区において高齢者や障 ながら子育ての支援や児童健全
民生委員は児童福祉法に定め がいのある方の安否確認や見 育成活動などに取り組んでいま
守り、子どもたちへの声かけなど す。
る児童委員を兼ねています。
また、
さまざまな
給与の支給はなく、
ボランティア を行っています。
※お住いの地区の民生委員と連絡をとり
として活動しているもので、任期 相談に応じて、必要な支援が受
たい方は、事務局までご連絡ください。
けられるよう、地域の専門機関と 袖ケ浦市民生委員児童委員協議会事務局
は３年です。
（再任可）
電話 ６３−３８８８ 担当 地域福祉係
のつなぎ役になります。

秘密は
守られます

民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘密が他に漏れることはあり
ません。あなたとの信頼関係を築くため、守秘義務を徹底し、職務上の地位を政党、又
は、政治目的のために利用することはありません。

民生委員制度は平成２９年に１００周年を迎える歴史と実績を有する制度です。
民生委員制度は、大正6年に岡山県で創設された「済世顧問制度」に始まり、以来100
年にわたり、住民の一員として、住民視点にたって安心して住み続けることができる地域
づくりに取り組んでいます。

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：960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

平成29年度千葉県介護支援専門員実務研修
受講試験の実施について
試験日時：平成29年10月8日(日)10時〜12時
受験資格：医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定期間以上の実
務経験のある方
申込書配付期間：平成29年5月29日(月)〜6月30日(金)
申込書配付場所：各市町村介護保険担当課、各市町村社会福祉協議会
県高齢者福祉課、各県健康福祉センター、
県社会福祉協議会、県福祉人材センター
（JR千葉駅前）
申込受付期間：平成29年5月29日(月)〜6月30日(金)最終日消印有効
簡易書留による郵送受付のみ
問合せ先：千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
TEL 043(204)1610／FAX 043(241)5121
ホームページ http://www.chibakenshakyo.com/

フードバンクちば＜食品の寄付＞にご協力ください。

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42年９月１日から昭和43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42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28日
（金）
【申込・問合せ】地域福祉係

「フードバンクちば」は、個人や企業から食料品
を寄付して頂き、生活に困っている方や支援団体
などへ提供を行い生活の向上を図ることを目的と
して活動している団体です。
社会福祉協議会では、
「フードバンクちば」の
活動の一助となるよう、下記の日程で食料品の受
付を行います。ご家庭や企業等において御寄付頂
ける食料品がございましたら、ご協力をお願いいたします。
受付期間：平成２９年５月１５日
（月）
〜６月３０日
（金） ※土日祝日を除く
受付時間：９
：
００〜１７
：
００
受付窓口：袖ケ浦市役所（地域福祉課）、ながうら健康福祉支援室
ひらかわ健康福祉支援室、袖ケ浦市社会福祉協議会
寄付して頂きたい食品：米、パスタ、乾物、缶詰、調味料、レトルト食品、食
用油、飲料など
注意点

１ 賞味期限が明記され、かつ受付日から２か月以上あるもの
２ 常温で保存が可能なもの
３ 未開封であり、破損等で中身が出ていないもの

袖ケ浦市の活動は
袖ケ浦市では市内を３地区に分
けて、
９２名（平成２９年４月１日現
在）の民生委員・児童委員が活動し
ています。
昭和地区
民生委員・児童委員２１名
主任児童委員２名
長浦地区
民生委員・児童委員３７名
主任児童委員２名
東部地区
民生委員・児童委員２７名
主任児童委員３名
民生委員・児童委員は担当地区
の住民の相談に応じたり、地区社
会福祉協議会と連携し、給食サー
ビスのお弁 当 などを配りながら、
地域住民の見守り活動を行ってい
ます。
また、各種会議等で地域住民の
福祉向上に向けた取り組みなどを
検討しています。

平成29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：２９年４月１日〜４月３0日
団体
（敬称略）
長浦さつき台長寿会
青少年相談員根形支部
合
計

金額
（円）
5,045
5,000
10,045

※平成29年度4月からの累計額10,045円です。

個人
（敬称略）
匿名

金額
（円）
座椅子 一式

心配ごと相談所とは？
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。

5月〜6月の心配ごと相談日
日
時
5月18日
（木）
13：00〜16：00
5月25日
（木）
13：00〜16：00
6月1日
（木）
13：00〜16：00
6月8日
（木）
13：00〜16：00
6月15日
（木）
13：00〜16：00
6月22日
（木）
13：00〜16：00

会
場
・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・平川行政センター
・長浦行政センター
・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター
ただし、受付は15：30まで

入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語

ぼくのかた 小さいけれど つえになる
中川小学校 ４年生 森 亘生
※学年は第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

「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２9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.210

（

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。

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、2個人

）

収集ボランティア〜ご協力ありがとうございました〜
○奈良輪小学校
ペットボトルキャップ…115㎏

○根形小学校
ペットボトルキャップ…28㎏

○根形中学校
ペットボトルキャップ…46㎏

○蔵波中学校
ペットボトルキャップ…125㎏

児童、生徒の皆さんが１年間集めていただい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。

平成29年３月1日〜３月３１日（順不同・敬称略）
山口砂子 鴨川重實 石井あき 石渡榮 秋葉さおり 長浦マンドリンアンサンブル 千葉県緑化推進委員会
中友忠 髙橋優紀 大橋壮 上嶋那奈
奈良輪小学校 伊島建設 根形中学校 さつき台長寿会
根形小学校 健康マージャンあじさい 手話サークル 臨海スポーツセンター 袖ケ浦菜の花苑 カトレアンホーム
「めだかの会」 八ツ手Ｇ 蔵波台若草東自治会
（有）光和建設 蔵波台つくも会 蔵波中学校

池田農園 消防団第17分団 浜宿団地里山を歩く会
関自動車 県営ゆうしん会 袖ケ浦ふれあい
袖ケ浦市消防本部 袖ケ浦市消防総務課指揮統制班
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。
（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）
＊＊現在プルタブの回収は行っておりません。＊＊

第２１回 ボランティアチャリティーショーを開催します！
！
ボランティア連絡協議会加盟団体による歌や日本舞踊、フラダンスなどの披露があり盛りだくさんの内容です。
また、お楽しみ抽選会もあります。皆様のご来場をお待ちしています。
日 時
場 所
入場券
主 催
問合せ

6月4日（日）午前10時00分〜午後3時30分
袖ケ浦市民会館 大ホール
1,000円 当日券もあります。
（収益金の一部を、袖ケ浦市社会福祉協議会に寄付します。）
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
ボランティアセンター

移送サービス

袖ケ浦学園からのお願い

運転ボランティア募集

現在袖ケ浦学園では、男性用の衣類と
毛布・タオルケットの寄附をお願いしております。

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。
空いている時間で、ボランティア活動をしてみませんか。
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。
活動時間：平日の午前９時〜午後４時のうち４時間程度
活動場所：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。
問合せ：地域支援係

音訳ボランティアグループ

「やまゆり」
メンバー募集！
！
●おしゃべりサロン「ひびき」

サイズ
衣類の種類

男性用 Ｌ・Ｍ
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。

○衣類や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。
○衣類や毛布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 TEL75-4585
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。

音訳ボランティアグループ「やまゆり」では、一緒に活動をしてくれるメンバーを募集しています。
初心者の方も大歓迎です。
活動の内容は市の広報紙や社協だよりを音訳したものをCDに入れ、袖ケ浦市の情報を「声」で
届ける活動です。
音が頼りの方々のために、聴きやすいCD作りが最大の目標で、それに向かって頑張っています。
メンバー同士、明るく楽しく活動をしています。仲間作りのきっかけに参加してみませんか。
活動に興味・関心のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。また、見学も大歓迎です。
問合せ：ボランティアセンター

日時 ５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

