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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）

第12回熊本地震義援金報告

個人（敬称略） 金額（円）
髙橋　優紀 3,500 
合　計 3,500 

※震災後からの累計額は544,962円です。

【赤い羽根共同募金】
熊本地震義援金

（平成29年4月1日～5月31日（順不同)）

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

あいさつと　明るい笑顔で　町づくり
根形小学校 ５年生　増田　凰牙

※学年は第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

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：平成２９年５月１日～５月３１日
団体・個人（敬称略） 金額（円）

出光千葉陸上運送協力会 100,000
木更津かずさ連 10,000
匿名 1,000
合　　　計 111,000
※平成29年度4月からの累計額は121,045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
6月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
 ・ 平川行政センター

6月22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

7月6日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

7月13日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

7月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

7月27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

6月～7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？

　自宅で生活をしている高齢者や、障がい等のため一般の交
通手段では外出が困難な方を、ボランティアのご協力で病院や
官公庁、金融機関等に無償で送迎する「移送サービス事業」を
行っています。
　この事業はボランティアの力によって支えられています。
利用出来る方：袖ケ浦市に在住で長時間の歩行が難しく、ご

自身や家族、タクシー、公共の交通機関での
外出が困難な方。
＊所得制限があります。

行き先：袖ケ浦市・木更津市・市原市内の病院、官公庁、金融機関
利用回数：本会員（住民税非課税の方）２ヶ月／３回

準会員（住民税３万円以下の方）１ヶ月／１回
利用日時：月曜～金曜　９時～16時

＊土日祝日、年末年始はお休みです。
利用料金：無料　但し、駐車料金等はご負担頂きます。
利用方法：
①社会福祉協議会に電話で申込みます。
②担当者がご自宅に伺い状況などお聞きし確認します。
③申込みに必要な書類の記入をして頂きます。
④住民税の確認・面接の結果により利用会員として登録されます。
⑤利用の予約は、利用予定月の前月から受け付けます。
⑥車やボランティアさんの手配が終了すると、「決定通知書」が
届きます。
⑦利用当日、予定時間にボランティアさんがお迎えにいきます。

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月に予定しています。

・年齢の上限は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75歳までです。
活動時間：平日の９時～16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

協所有の車で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

移送サービス事業

音訳ボランティアグループ
「やまゆり」メンバー募集！！

ほっとテレホン（電話訪問）！
ほっとテレホンサービスとは…。
　ひとり暮らし高齢者の孤独感を癒す
ため、ボランティアの協力によりほっと
テレホン（電話訪問）を行っています。
　ほっとテレホンサービスは、相談事業
ではありません。話し相手をすることで、
利用者の孤独感を癒すことが目的です。
　ボランティアは、守秘義務を徹底して
おり、お話の内容は他へは漏れません
ので、好きなことをお話しください。
日　時：毎週水曜日　
	 １０時～１２時の間

（１５～３０分程度）　　　　　
内　容：社会福祉協議会登録のボラ

ンティアが、週に１回ボラン
ティアセンターから利用者宅
に電話を掛けお話しを伺い
ます。

対象者：市内在住で６５歳以上のひとり
暮らしの方。

※優先して受けることが出来る方は、
病弱または孤立する恐れがあると民生
委員が認める方です。

利用者さん 募集中！！
お気軽に、お問い合わせ下さい。

　放課後帰宅しても保護者の就労・病気などの理由により、保育が
受けられない児童を対象に適切な生活の場及び遊びの場を提供し、
健全に育成することを目的として、根形・中川小学校区の児童を対
象に保育を行っています。
　季節ごとにみんなで楽しい行事を行ったり、夏休みなどの長期
休暇の際には、遠足や作品づくりなども行っています。
○根形小学校区放課後児童クラブ
　住所　袖ケ浦市三ツ作855-2（旧JA根形支店）	 定員　５０名
○中川小学校区放課後児童クラブ
　住所　袖ケ浦市横田2211-1（旧JA中川支店）	 定員　５０名

音訳ボランティアとは…？
　視覚に障がいがある方のために、「活
字」で書かれている広報紙などの内容
を“音声にして伝える”ボランティア活動
です。
　音訳ボランティアグループ「やまゆ
り」では、社協だより・広報そでがうら・
議会だより等を音訳し、希望される方々
のもとへお届けしています。

　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。
　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。仲間づく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

　根形・中川小学校区放課後児童クラブでは、新規
指導員を募集しています。子どもと携わる仕事がし
たい方や保育士免許を取得したい方など大歓迎で
す。ご興味のある方は、問合せ先までご連絡くださ
い。

○勤務時間：7時30分～19時の間の8時間
	 （勤務日、勤務時間については相談可能です。）
○勤務地：根形小学校区【袖ケ浦市三ツ作855-2】
	 中川小学校区【袖ケ浦市横田2211-1】
○問合せ：地域支援係（0438-63-3988）

求 

人
求 

人根形・中川小学校区の放課後児童クラブの指導員を募集しています。
時給
960円

ボランティア活動に参加してみませんか？ 放課後児童クラブ事業

運転・付添ボランティア
募  集

社会福祉協議会の事業を紹介します 〜ボランティアの協力で
　　支えられています!!〜
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ボランティア登録数
（平成２9年4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：
　　23団体、2個人

●個人ボランティア：
304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）　　0438-63-0825211No.

●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　６月２３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２9年4月１日～4月３０日（順不同・敬称略）
長谷川よし　伊東久子　眞藤さち子　櫻山紀子　
渡邉恵子　渡辺芳美　中友忠　滝口英夫
尾形憲司　理崎二三代　松崎幸子　石渡榮
健康麻雀あじさい　Ｒｏｎｄ○Ｒｏｎｄ

尾張屋木更津店　蔵波台ギターアンサンブル　
神納一区出津分区３班Ｂ

長浦マンドリンアンサンブル　神納箕和田有志
（株）山九海陸千葉支店　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
ストレッチ鍼灸イトー整骨院　（株）片山組
公益社団法人千葉県緑化推進委員会
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。＊＊

ボランティアのみなさんありがとうございました。 平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成28年度ボランティアセンター活動報告

発達障害者への
理解と支援に
関するセミナー

フードバンクちば＜食品の寄付＞に
ご協力ください。

1．ボランティア登録者数　【1，328名】（※個人と団体の両方に登録している方を含みます。）
＊個人ボランティア【278名】	＊ボランティアセンター登録グループ【62団体1，050名】（内ボランティア連絡協議会加盟団体	23団体	2個人）

3．袖ケ浦市社会福祉協議会の事業
 合計1，282名（参加延べ人数）

2．施設・通常活動のボランティア紹介 合計1，502名（参加延べ人数）
施設名 ボランティア内容 活動目安 人数

サニーヒル

うたクラブ
レクダンス 月1回

78名余暇活動 月１回
不定期

傾聴 月3回

袖ケ浦菜の花苑 洗濯物たたみ
など 週2～3回 110名

メディケアーやまゆり 傾聴 月1回 19名

ちいたの平川 傾聴
ヘアカット 月1～5回 18名

グループホーム憩 傾聴 月1回 33名

グループホームならわの家 利用者対応
お話し相手

週2回
不定期 29名

メディケアーさざなみ 傾聴 月2回 18名
かもめの里 傾聴 月1回 7名

さつき台病院
受付案内
施設手伝い
花壇の手入れ
お話し相手など

週4～5回 112名

東京都千葉福祉園 余暇支援
月1回～2回

75名
利用者支援 42名

ぽぴあデイサービスセンター 利用者の見守り
散歩の付添い 週2～4回 48名

ボランティア内容 活動目安 人数
移送サービス（運転） 月1回～3回 298名
移送サービス（付添い） 月1回～3回 246名
ほっとテレホン 週1回 50名
いきいきサロン 週2回 104名
広報の音訳 月2回～5回 252名
古切手・Ｐキャップ整理・
広報紙発送の手伝い 月1回～4回 332名

4．行事・イベントなどの紹介 
 合計392名（参加延べ人数）
○ベストケア	誕生日会　	
○和心苑	夏祭り	
〇東京都千葉福祉園	夏祭り	
○みどりの丘	敬老会	
○みどりの風	敬老会	
〇サニーヒル	敬老会	
○カトレアンホーム	敬老会	
○市・高齢者スポーツ大会	
〇夏休みファミリーボランティア講座	
〇音訳ボランティア入門講座	
○市・戦没者追悼式
〇袖ケ浦学園	秋祭り
〇デイサービスすずらん	敬老会
〇手をつなぐ育成会	お楽しみ会
〇ぽぴあ	クリスマス会
〇東京都千葉福祉園	クリスマス会
〇みどりの丘	クリスマス会　

『安定した生活を送るための支援』
　①「生活介護事業所」での取り組み
　　社会福祉法人薄光会　生活介護事業太陽のしずく
　　　主任　小野　雄司　氏
　②にじの会のお母さんの実践
　　君津地区自閉症協会　
　　　副会長　小野　幸子　氏

　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ツアーに出かけて
みませんか。

日　程：8月９日（水）10時～１４時３０分
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：社会福祉センター
	 （9時45分		受付開始）
対象者：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）

受講料：無料
持ち物：筆記用具、タオル、弁当、飲み物
申込み締切り：８月１日（火）
申込み・問合せ：ボランティア
	 センター

受付期間：6月30日（金）まで
	 ※土日祝日を除く
受付時間：9時～17時
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

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

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。
　　なお、生活支援員養成研修は、4月・6月28日（水）・8月・10月・12月・2
　月に開催を予定しており、いずれか1回受講していただきます。

受付が可能な品 受付が出来ない品
米、パスタ、乾物、缶詰、
調味料、レトルト食品、食
用油、飲料など

生物、果物、冷蔵品、冷凍
品、衣類、日用生活用品
など

施設名 ボランティア内容 活動目安 人数
袖ケ浦　瑞穂 お話し相手、傾聴 月2回 11名
みどりの風 傾聴 月1回 33名
みどりの丘 傾聴、囲碁、将棋 月1～2回 36名
みどりの樹 傾聴 月1回 7名

ガウランド
花壇の整備など 週2～4回 360名

教室参加の
子供の保育など 週3回 141名

キッズパレット 子供たちと
折り紙を折る 月1回 5名

いきいきクラブ 利用者の
サポート 週1回 204名

和心苑 洗濯物たたみ
など 週1回 8名

ケアセンターさつき 手話 月1回 18名
本家ちいたの お話し相手、囲碁 月1回～3回 22名
かもめメディカルセンター 傾聴 月1回 12名
すずらん ヘアカット 不定期 26名
ちいたの福王台 傾聴ほか 月1回 12名
かずさデイサービスセンター 将棋 月1回 18名

赤い羽根共同募金ツアーｉｎそでがうら
調べてみよう！行ってみよう！

募 内集 容

日　程：６月１６日（金）
	 10時30分～13時（受付/１０時10分～）
会　場：君津市保健福祉センター　
	 （君津市久保3-1-1）
参加費：	５００円　　定　員：１００名
主　催：君津地区自閉症協会（にじの会）
問合せ：ボランティアセンター

夏休み
ボランティア

講座


