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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。
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福祉功労者表彰おめでとうございます
民生委員制度創設100周年記念全国民生委員児童委員大会、第６７回千葉県社会福祉大会、
第１０回袖ケ浦市地域福祉フェスタが開催され、地域福祉の推進に貢献された方々が各会場で表彰されました。
多年にわたり地域福祉の向上にご尽力いただきありがとうございました。

竹元
悦子

井口清一郎

全国民生委員児童委員連合会会長表彰︵順不同・敬称略︶

斎藤 澄江

永年勤続民生委員・児童委員表彰

完

中村 隆

石井

千葉県社会福祉協議会会長表彰︵順不同・敬称略︶

木村 アサ子

民生委員・児童委員功労

誠

宮﨑 伸英

伊

佐々木眞由美

輝男

千葉県共同募金会会長表彰︵敬称略︶

松本 年水

共同募金優良地区

藤井恵美子

長浦駅前８丁目自治会

佐々木堅太

田村

輝美

袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰︵順不同・敬称略︶

赤松

正子

多年にわたり地域福祉の向上にご尽力されました︒

森岡かおり

山田

幸雄

川本 憲男

堤

良一

野口

袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状︵順不同・敬称略︶

多額のご寄付を賜りました︒
・近藤 信子
・袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
・出光千葉陸上輸送協力会
・袖ケ浦ワークスリサイクル会
・東京ガス株式会社袖ケ浦ＬＮＧ基地
東京ガス労働組合エネルギー生産本部支部
袖ケ浦ＬＮＧ基地連絡会
東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
・さんま祭り実行委員会
・日産化学工業株式会社袖ケ浦工場
日本燐酸株式会社
・椎の木グループ
・社会医療法人社団 袖ケ浦さつき台病院
・三井化学労働組合
︵順不同・敬称略︶

４年生
４年生
４年生
５年生
５年生
５年生
６年生
６年生
６年生

蔵波小学校 ４年生
根形小学校 ５年生
根形小学校 ６年生

長浦小学校
蔵波小学校
中川小学校
蔵波小学校
根形小学校
根形小学校
昭和小学校
平岡小学校
中川小学校

地域ぐるみ福祉推進標語入賞者

優秀賞
家髙 恋々菜
笹田 胡羽
小平 瑠乃
入選賞
髙澤 愛梨
石橋 実弥
山脇 双葉
北億 美裕
佐藤 麻緒
三原 瑛大
松本 実夢
永野 凜
榊 拓真

ご存知ですか「生活福祉資金」
低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで、母子・父子・寡婦資金や日本
政策金融公庫などの公的資金を借受できない方（一時的に資金が必要な方等）
を対象に、自立等を図るために貸付事業を行っています。
＜資金の種類＞
総合支援資金
緊急小口資金
福祉資金

失業等により、日常生活の維持が難しくなった世帯に対しての
生活費等の貸付
緊急かつ一時的に生計の維持が難しくなった際の生活費等の貸付
転宅費、小規模住宅改修費、療養費、福祉車両購入費等の貸付

教育支援資金

高等学校や大学などの教育費等の貸付
居住用不動産を有し、その住居に住み続けることを希望する高
不動産担保型生活資金
齢者に対して、その不動産を担保に生活費の貸付

※貸付には条件があります。
詳細については地域福祉係までお問合せください。

優秀賞

地域ぐるみ福祉推進標語

ひとりで悩んでいませんか？？

見守られ 笑顔こぼれる 登下校
蔵波小学校 ４年生 家髙 恋々菜 ※入賞した作品は社協だよりに1作品ずつ掲載します。

平成２９年度
法人会員
11月15日号に会員企業
名を掲載しましたが、掲
載後にご協力を頂いた企
業を随時掲載しています。
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。

森田木芸（敬称略）

「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。

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
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１１月１日〜１１月３０日

団体・個人
（順不同・敬称略）

金額
（円）

髙橋 優紀
文化協会クッキングサークル
母子保健・食生活改善推進委員会
リメイク工房
根形公民館陶芸サークル協議会
平川地区貸衣裳
匿名
（３件）
合
計

3,568
2,000
5,380
5,778
12,500
50,000
8,540
87,766

※平成29年度4月からの累計額は1,470,643円です。

個人
（敬称略）
佐久間 敏行
匿名
（１件）

物品名
紙オムツ
紙オムツ

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。
＊

【12月〜1月の心配ごと相談日】
日

時

会

場

ただし、受付は15：30まで

日

時

会

場

12月21日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター

1月18日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・長浦行政センター

1月11日
（木） ・平川行政センター
13：00〜16：00 ・長浦行政センター

1月25日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター

「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10月１日現在）

●個人ボランティア：
308名
●登録ボランティア団体：
64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.217

※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。

永年の功績が認められ、音訳グループ「やまゆり」が
袖ケ浦市表彰「社会功労表彰」を受賞しました。
日頃の活動が社会福祉の増進に寄与したことが認
められ受賞されました。おめでとうございます。

講座開催

音訳とは…
“音声訳”を略したもの。視覚に障がいを負った人が、情報入手
の手段として録音図書を活用しています。目のかわりになるよ
うな配慮や工夫を基本として、
「朗読」と区別して「音訳」とい
う言葉を使っています。

袖ケ浦学園からのお願い
男性用の衣類と靴下、毛布の寄附を
お願いしております。
○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。

〜・〜私たちと一緒にボランティア始めませんか？〜・〜
☆ボランティアの声☆

自分の空いている時間を使ってボランティアがで
きるので、
無理なく活動をしています。
利用者さんに喜んで貰えて嬉しいです。
運転ボランティア：男性

利用者さんとのおしゃべりを楽しみに活動
しています。
付添ボランティア：女性

みんなで一緒に楽しい一日を
過ごしましょう！
時：平成30年1月20日（土）
午前9時〜午後3時予定
開催場所：老人福祉会館
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

●おしゃべりサロン「ひびき」

連絡・届け先：
袖ケ浦市上泉１７６７−２１ ＴＥＬ７５
‐
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。

今日は、病院が混んでおり、私たちに長い時間待たせ申し訳ないと気
にされていましたが、こちらはそんなに気になりませんでした。待って
いる時間はいろいろなお話しができ楽しかったです。
付添ボランティア：女性

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）

齊藤美空
細野楽人
北村幹夫

参加者募集！
！

時：平成30年１月31日・2月7日・14日・21日
（毎週水曜日・全4回）午前10時から12時
※2月14日のみ、午後録音体験があります。
場
所：社会福祉センター（袖ケ浦公園前）
内
容：音訳に関する基礎知識・技術を学びます。
実際に「広報そでがうら」の音訳も体験しま
す。
対 象 者：市内在住又は在勤の方で、音訳ボランティア
に興味・関心がある方。
定
員：20名（先着順）
受 講 料：無料
持 ち 物：筆記用具
広報そでがうら12月1日号
申 込 締 切日：平成30年1月23日（火）
申込・問合せ：ボランティアセンター

袖ケ浦市社会福祉協議会では、病院等に行くのが難しい高齢者や障がいのある方の移動を支援する移送
サービス事業を行っています。利用者の付き添いをしながら話し相手をするボランティアを募集しています。
活 動 時 間：月１〜２回／３時間〜５時間程度（平日のみ）
活 動 内 容：利用者の付き添い（介助等はありません）
応 募 要 件：７５歳までの方（性別・資格等問いません）
活動の流れ：社会福祉センターに集合し、利用者宅から医療機関等へ付き添う
問 合 せ：地域支援係

障がいのある方々が
集う会のボランティア募集

）

音訳ボランティア入門講座

移送サービス事業 ボランティア募集

運転ボランティアを始めて、感謝され
るなんて・
・
・。照れてしまいますょ！
私が元気を貰っています！
運転ボランティア：男性

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体・2個人

日

音訳グループ「やまゆり」とは・
・
音訳グループ「やまゆり」は、社会福祉協議会に、
ボランティアグループ登録をし、主に視覚に障がい
のある方々への支援活動を行っているボランティ
アグループです。
市の広報や社協だよりを音訳してCDに録音し、
袖ケ浦市の情報を「声」で届ける活動をしていま
す。
現在、12名のメンバーで月に5日の活動をして
います。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、それに向かって努力していま
す。
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。メンバー皆、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
活動風景
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

（

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

地域福祉の担い手養成講座を
開催します。

平成29年10月1日〜10月31日（順不同・敬称略）

石渡榮 飯塚和子 渡辺芳美
中友忠 櫻山紀子 髙橋優紀
上嶋那奈 小川雅子

日 時：平成30年1月30日（火）
午前10時〜午後4時
内 容：
講義「コミュニティソーシャルワークと
地域の支えあい・助けあい」
講師 作新学院大学
女子短期大学部幼児教育科
教授 坪井 真 氏
会 場：袖ケ浦市民会館3階 中ホール
受講料：無料
定 員：50名程度

佐伯美代子 菅友代
三井基子 松本豊子

社会福祉法人千葉県社会福祉事業団 長浦マンドリンアンサンブル
尾張屋木更津店 浜宿団地里山を歩く会 日機装（株）京葉営業所
東京ドイツ村 あいおいニッセイ同和損保千葉南支店木更津支社
健康麻雀あじさい JA育苗センター 袖ケ浦ふれあい 和心苑
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
手話サークル「めだかの会」 県営ゆうしん会 さつき会ケアマネセンター
神納箕和田有志 （公社）千葉県緑化推進委員会 平川公民館
袖ケ浦市役所
匿名11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。＊＊

※受講定員になり次第締め切ります。

申込締切日：平成30年1月16日（火）
問合せ先：043-245-1102
（千葉県社会福祉協議会地域福祉推進班）

日時 12月22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

