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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）

袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付
ありがとうございました

フードバンクちばへの食品の寄附をありがとうございました

期間：平成２９年１０月１日～１０月３１日
団体・個人（順不同・敬称略） 金額（円）

小堺　健一郎 102,600
髙橋　優紀 3,004
仲谷　勝吉 300
商工会ふれあいフェスタ実行委員会 30,296
袖ケ浦市高齢者スポーツ大会　根形地区実行委員会 5,000
匿名 110,000

合　　計 251,200
※平成29年4月からの累計額は1,382,877円です。

団体（敬称略） 物品名
明治安田生命労働組合　千葉南支部 雑巾（２２０枚）
シンプレスジャパン㈱木更津工場 Ｔシャツ（1,200枚）

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

支え合い 笑顔であふれる 町作ろう
根形小学校　６年生　鳥海　好花

※学年は第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ（平成28年度開催）時のものです。

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。

（平成29年9月19日～10月31日）（順不同・敬称略）

地域福祉事業にご協力ありがとうございます
～平成29年度法人会員の皆様です～～平成29年度法人会員の皆様です～

　袖ケ浦市社会福祉協議会は、「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」を目指して、さまざまな
福祉サービスを行っています。事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根共同募金配分金、補助金に加えて、市
政協力員を通じて皆様にお願いしております。会費や事業所様からの法人会費を財源としています。地域福祉充実のため、今
後ともご支援をお願いいたします。

㈲アーク
あいおい開発㈱
㈱我妻建設
㈲飯島設備
㈲憩
（福）いずみ会　袖ケ浦学園
ｅｐｍ不動産㈱袖ケ浦店
ヴェオリア・ジェネッツ㈱袖ケ浦営業所
㈱上野工業所　
エスケイグループ㈱
㈱江戸川バルブ・プロテクション
NPO法人ぽぴあ
㈱エノモト防災工業
㈲大岩商店
㈱大久保
大袖興業㈱
岡本化学工業㈱
㈲小倉建設
小澤商事㈱袖ケ浦宇部生コンクリート工場
（福）かずさ萬燈会 ちいたの平川
（福）かずさ萬燈会 ちいたの福王台
勝畑元宏税理士事務所
加藤工業㈲
金生警備保障㈱
金田漁業協同組合
㈱環境コントロールセンター
㈱木更津ゴルフ倶楽部
木更津・袖ケ浦遊技業組合
木更津三菱自動車販売㈱袖ケ浦店
（福）嬉泉
㈱北袖商事
ギフトふじい
君津信用組合袖ケ浦支店
㈱君津メデカルサービス
㈱協同建設　
㈲葛田園芸
㈲栗原鐵工所
㈲ケー・ケー・エス商会
㈲広域処理
（医）恒久会
向陽鉄工㈱関東事業所千葉出張所
コスモ測量設計㈱
㈲小平車輌

㈲小藤田建具店
寿食堂
㈲近藤コンクリート
㈲さくらホーム
（福）さつき会 特別養護老人ホーム
袖ケ浦菜の花苑
サンアロイ㈱
三育フーズ㈱
三洋コンクリート工業㈱袖ケ浦工場
（福）四恩会 昭和保育園
（医）慈協会 市原メディカルキュア
（福）慈協会 サニーヒル
㈱シバサキ建設
芝﨑商事㈱
㈱清水商会
社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院
（福）さつき会　介護老人保健施設
カトレアンホーム
就労生活定着支援センターリーブ
傷友環境㈲
㈱新生企業
㈱親和
㈲親和商店
（福）瑞光会 袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
㈱鈴木住宅設備
㈱すずとみフーズ
㈱スミレ調剤薬局
㈲設備保全センター
（医）蔵和会 田部整形外科
袖ヶ浦医院
㈲袖ケ浦ガス
袖ケ浦企業㈱
㈱袖ケ浦クリーンアップ
袖ヶ浦興産㈱
㈱袖ケ浦自動車教習所
㈲袖ケ浦大黒企画
㈲袖ヶ浦ポリマー
㈲袖ケ浦無線
㈲大昌
大成印刷
㈱ダイトフーズ
㈱谷元電機

（福）千葉県社会福祉事業団
千葉信用金庫　袖ヶ浦支店
千葉トヨペット㈱袖ヶ浦店
千葉緑化建設㈱
デイサービスセンターすずらん
東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱
㈲トップシステム
㈱ト－ヨー施工サービス
㈲内藤電機
長浦設備㈱
㈲長浦葬儀社
㈲ナカムラ
㈲ナミキ
㈲奈良輪豊月堂
日誠金属㈱千葉工場
根形自動車
㈲ノリノ
㈲橋立管工
（福）柊の郷　上総
㈲ひまわり
ヒラノ商事㈱木更津営業所
㈲藤井塗装工業
藤田観光㈱カメリアヒルズ・カントリークラブ
㈱プラス・シー
文具シマムラ
房総タクシー㈱
星野光春保険事務所
ホテル割烹鈴や
増栄産業㈱
丸栄産業㈱
㈲三ツ矢精密
㈱みどりの風袖ケ浦事業所
㈲峯下モータース
㈱ムサシ
明和興産㈱東京ドイツ村事業部
㈱メディアサイトウ
㈱メラマック千葉営業所
㈲柳川建設
（福）佑啓会 ふる里学舎蔵波
㈲ライフサポート彩輝
（福）和心会
㈲渡辺産業
㈲渡辺鉄工

北袖工場連絡協議会
住友化学㈱ 千葉工場
新日化エポキシ製造㈱千葉工場
㈱千葉サンソセンター袖ケ浦工場
チヨダウーテ㈱ 千葉工場
日本燐酸㈱
エア・ウォーター・ハイドロ㈱
袖ケ浦工場
吉野石膏㈱ 千葉第一工場
富士石油㈱ 袖ケ浦製油所
日産化学工業㈱ 袖ケ浦工場
片倉コープアグリ㈱ 千葉工場
広栄化学工業㈱ 千葉工場
ＪＸＴＧエネルギー㈱袖ケ浦事業所
東邦化学工業㈱ 千葉工場
㈱ADEKA 千葉工場
日本メジフィジックス㈱
ＳＰＥＣＴ事業部　千葉工場
住化カラー㈱ 千葉工場
DIC ＥＰ㈱ 袖ケ浦工場
㈱東京湾物流
中袖工場連絡協議会
シーアイウッド㈱
出光バルクターミナル㈱
エコシステム千葉㈱
東京ガス㈱ 袖ケ浦ＬＮＧ基地
東京電力フュエル＆パワー㈱
袖ケ浦火力発電所
東京酸素窒素㈱
東亜建設工業㈱ 千葉支店
㈱荏原製作所 袖ケ浦事業所
富士石油㈱ 袖ケ浦製油所
旭化成㈱川崎製造所千葉工場
コトブキテクレックス㈱千葉本社工場
三井化学㈱ 袖ケ浦センター
南袖工場連絡協議会
安倍川開発㈱ 
東京支店　奈良輪骨材センター
小湊造船㈱

㈱トクヤマ
吉野石膏㈱ 千葉第二工場
㈱横河システム建築 千葉工場
㈱巴コーポレーション 千葉事業所
㈱シミズオクト 千葉スタジオ
㈱ダイセキ 千葉事業所
日鉄鉱業㈱
資源営業部建材課袖ケ浦物流センター
㈱サニックス 袖ケ浦工場
㈲鈴木安太郎商店 千葉冷蔵センター
五栄土木㈱ 袖ケ浦事業所
㈱ナコード 袖ケ浦リサイクルセンター
㈱ダイトーコーポレーション
南袖物流ターミナル
椎の森工業団地連絡協議会
旭興産㈱グループソリューションセンター
燕化学工業㈱ 袖ケ浦工場
住化ロジスティクス㈱
椎の森物流センター
㈱トーショー 千葉支店
アモンケミカル㈱袖ケ浦事業所
㈱タニイ 千葉事業所
㈱リプラス 本社・袖ケ浦工場
㈱巴商会 千葉営業所
昭和アステック㈱
アステック椎の森センター
㈱ニッペコ 千葉工場
田中貴金属工業㈱
化学・回収カンパニー 袖ケ浦工場
㈱サニクリーン東京 生産本部千葉工場

平成29年度法人会員は現在も
引き続き募集しております。

中山　朝子　緒形　正夫　菅原美奈子　井口清一郎
伊東　恵一　大嶋　厚美　宗政奈津子　曹洞宗真光寺
匿名17名

第15回熊本地震義援金報告 第2回平成29年7月5日からの大雨災害義援金
団体名（敬称略） 金額（円）

商工会ふれあいフェスタ実行委員会 30,296
※震災後からの累計額は596,249円です。

団体名（敬称略） 金額（円）
商工会ふれあいフェスタ実行委員会 30,296

※震災後からの累計額は34,296円です。

【赤い羽根共同募金】 【赤い羽根共同募金】
（平成29年10月1日～10月31日）

（平成29年10月1日～10月31日）

【次回の予定】平成30年1月15日（月）～2月28日（水）

<50音順>11月1日現在

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

地域歳末たすけあい事業地域歳末たすけあい事業 住民参加による地域福祉活動に助成します住民参加による地域福祉活動に助成します
助成対象事業：市内で活動し、次のすべてに該当する事業
①12月1日～１月31日に市内で行うもの
②高齢者や障がいのある方、生活困窮者、子育て中の親子の支援をする
等、地域福祉を推進するもの、自らが抱える生活課題の解決に向けて
活動するもの
③誰もが参加できる事業
④政治・宗教活動・営利を目的としていない事業

対象：市内に住所を有する次のいずれかの団体または個人
・ボランティア団体
・障がいのある方や高齢者、子育て中の親子などを
　支援する団体（NPO等）
・障がいのある方などの当事者団体
・自治会等から派生したグループ
・助成対象となる事業を行う個人

申込方法：指定の申請用紙を提出してください
助 成 額：１万円～３万円（参加人数により異なります）

申請期限：11月22日（水）午後5時まで
申込・問合せ先：地域福祉係
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ボランティア登録数
（平成２9年10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：
308名

●登録ボランティア団体：
64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）　　0438-63-0825216No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　１１月２４日（金）13時30分～15時30分　場所　老人福祉会館　問合せ　ボランティアセンター

障がいのある方々が集う会の障がいのある方々が集う会の
ボランティアを募集しますボランティアを募集します

袖ケ浦市手をつなぐ育成会袖ケ浦市手をつなぐ育成会
お楽しみ会お楽しみ会

日常生活自立支援事業の生活支援員募集日常生活自立支援事業の生活支援員募集

～袖ケ浦市の高齢者を元気にしよう～

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、日常生活を送る上で、不自由なく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。
生活支援員の主な活動内容
　１）利用者の生活費等を金融機関で払戻しをします。
　２）本人に代わって病院や施設などに料金を支払います。
　３）社会福祉協議会へ活動内容を報告します。
　※状況に応じて職員も同行して活動することもあります。

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、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、１２月７日（木）・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。

～高齢者や障がいのある方のお手伝いをしませんか？～

参加者
募集!!

１０：３０～　【式典】社会福祉功労者表彰式
 （福祉功労者や市内小学生の福祉標語の表彰）
１１：１５～　【開会】
１１：２０～　【演奏】社会福祉施設等連絡協議会（白ゆり保育園）
１１：３５～　【踊り】社会福祉施設等連絡協議会（東京都千葉福祉園）
１１：４５～　【合唱】平岡小学校
１１：５５～　【合唱】平岡小学校＆シニアクラブ連合会
１２：００～　【ゲーム】じゃんけん大会①（賞品あり＜中学生以下＞）
１２：３０～　【踊り】平川保育所
１２：４５～　【踊り】市ボランティア連絡協議会（ベイスタイルフラ）
１３：００～　【踊り】市シニアクラブ連合会
１３：０５～　【ゲーム】じゃんけん大会②（賞品あり＜誰でも参加可＞）
１３：１０～　【演奏】平川中学校吹奏楽部
１３：３０～　【閉会】（終了後、お楽しみ抽選会）

販 売：焼きそば、パン、ジャンボフランク、焼き芋、お菓子、手芸品など
遊　び　場：竹ぽっくり、スナッグゴルフ体験、福祉クイズコーナーなど
そ　の　他：おもちゃ修理（部品代実費負担）、手話教室、シニア体力チェック
※発表時間は多少前後する場合がありますので、ご了承ください。
※抽選会、じゃんけん大会、スタンプラリーで素敵な賞品をプレゼント！！
　是非ご参加ください！

●日　時　１２月１０日（日）　１０時３０分～１３時３０分　　●会　場　平岡公民館
●テーマ　『郷土愛、わたしの地域のたからもの』
●●主　催　主　催　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

＜日程＞

出し物

第１０回袖ケ浦市地域福祉フェスタを開催します

　袖ケ浦市社会福祉協議会では「障がいのある方々が集う会」
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！
日　　時：平成３０年１月２０日（土）
 午前９時集合・午後３時解散予定
 （集いの開催は午前１０時３０分から午後２時）
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など
募集人数：８名　　そ の 他：昼食を用意します。
募集期限：１２月２１日（木）
問 合 せ：ボランティアセンター

ボランティアによる手品やレクダンス、ビンゴなどを企画しています。
日　　時：平成３０年１月１４日（日）１０時３０分～１３時３０分
場　　所：老人福祉会館　大広間
参加条件：市内在住の障がい児（者）※付添者必要
参 加 費：８００円／人（昼食代込）
申込期限：１２月１０日（日）
申 込 先：袖ケ浦市手をつなぐ育成会
 代表 山田　電話／ＦＡＸ　６２－０３３２

プログラム：全日程２日間
１日目：１１月２１日(火)　午前９時～１２時
２日目：１２月１日(金)　午前９時～１２時
場　所：袖ケ浦市役所　旧館３階大会議室
定　員：２０名（先着順）　参加費：無料　　
締　切：１１月２０日（月）
申込・問合せ：袖ケ浦市役所
 地域包括支援センター
電　話：６２－３２２５

はつらつシニアサポーターはつらつシニアサポーター
養成講座受講生募集養成講座受講生募集

      

　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、悩みごとがありましたらご相談ください。

＊各公民館にちらしを設置してありますので、併せてご覧ください。＊

日　　時 会　　場
11月16日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

11月30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

12月7日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【11月～12月の心配ごと相談日】

ただし、受付は15：30まで

日　　時 会　　場
12月14日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

12月21日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

１人で悩んでいませんか？？
「どこに相談に行けば良いかわからない。」「専門的な相談とまではいかないが、
ちょっと話を聞いて欲しい。」　知り合いには相談しにくい、親族・ご近所での悩みごと 等

なんでもご相談ください。

収集ボランティアにご協力ありがとうございました
平成29年9月1日～9月30日（順不同・敬称略）

中友忠　福田恵美子　石井あき　中山朝子　小川雅子　石渡美紀子　
鴨川重實　西沢芳夫　和田光江　宗像時雄　髙橋優紀　尾形憲司
滝口英夫　理崎二三代　根津佳年　上嶋那奈　渡邉惠子　

長浦マンドリンアンサンブル　尾張屋木更津店　神納箕和田有志　関自動車
（有）小倉建設　蔵波台つくも会　蔵波台ギターアンサンブル　袖ケ浦ふれあい
蔵波台６丁目若草東自治会　（有）サイトー　健康麻雀あじさい
（株）さわや　あいおいニッセイ同和損保保険（株）　シルバー寄合所「きらく」　
（株）片山組　手話サークル「めだかの会」　ちばぎんＶネットクラブ事務局
（株）黒田不動産鑑定　（株）メディアサイトウ　日本物流（株）
千葉県緑化推進委員会　長浦公民館　袖ケ浦市民会館　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。＊＊

（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）

ご応募ご応募
お待ちしております！！お待ちしております！！


