
1 2018年（平成30年）3月15日

社会福祉法人 袖ケ浦市社会福祉協議会
〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604　袖ケ浦市社会福祉センター内（袖ケ浦公園前）

☎0438-63-3888 　0438-63-0825

編集・発行 HP  http://www.sodegaura-shakyo.jp
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。

袖ケ浦市
社会福祉協議会
イメージキャラクター
「そでりん」

shakyo
information

VOL.

183

「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）

もしも・・・災害が発生したら・・・！

災害ボランティアセンターに災害ボランティアセンターに
ご協力ください。ご協力ください。
　千葉県では、今後30年以内に震度6弱の地震が発生する確率は70パーセン
トを超えるといわれています。地震は、いつ・どこで起こるかわかりませんが、
“いつか起きる”ことだけは、確実です。そこで、災害が発生した際に多くのボラ
ンティアの方々の手助けが必要となります。
　袖ケ浦市社会福祉協議会では、発災後、ボランティアの協力をいただきなが
ら、災害ボランティアセンターを運営することとしています。
　もしもの時は、皆さまのご協力をお願い致します。

　「袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度」は、市内で災害が発
生したときに、災害ボランティア活動を行う意思のある個人や団体を
袖ケ浦市ボランティアセンター登録していただき、いざという時に備
えるものです。

登録のできる方
・個人登録・・・満１５歳以上（中学生以下は不可）
・団体登録・・・代表者が満１５歳以上（中学生以下は不可）
登録方法
登録カードを入手のうえ、必要事項を記入して提出ください。
登録カード入手方法
①当会ホームページ（http//www.sodegaura-shakyo.jp）から、登録
カードをダウンロード

②社会福祉協議会（地域支援係）にご連絡いただければ、郵送します。
活動内容
●平常時
　ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関する
研修会のお知らせや各種情報を提供します。
●災害時
　袖ケ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターと連絡
をとりながら、ご自身の責任に基づき、災害ボラ
ンティア活動をするかどうか判断してください。
　活動をすることとした場合は、災害ボランティ
アセンターで受付けするとともに、その指示に
従って活動してください。

問合せ：地域支援係

災害ボランティアセンターの役割

運　営

災害ボランティアセンターは何をするの？

　災害時に設置される被災地でのボランティア活動の中心となる場所です。
大きな災害に見舞われたほとんどの被災地に立ち上げられます。ボラン
ティアによる支援活動を円滑に進めるための拠点となります。

　被災地の市町村社会福祉協議会、日頃からボランティア活動に関わって
いる人たち、行政が協働して担うことが多いです。被災地外からのＮＰＯ
法人や災害ボランティアセンター運営経験者が関わる場合もあります。

　災害の起きた地域や世帯の被害状況や希望にあわせてボランティアを
派遣します。
例えば…家の片付けや土砂の撤去・清掃・炊出しの手伝いなど

●被災地の状況把握・情報の収集を行います。
●ボランティア活動保険（天災タイプ）に加入しましょう。
事前に居住地の社会福祉協議会で手続きを行って下
さい。

●宿泊先などを、事前に決めて
から現地へ出発しましょう。

●活動内容の中から、自分の
希望する活動を選びます。

●人数が揃ったら、グループに
なり、リーダーを決めます。

●ボランティア登録を行います。
●グループで活動を希望する
場合は、団体登録を行います。

●当日の活動時間に余裕がある場合は、再度活動す
ることが出来ます。

●当日の活動時間は終了です。お疲れ様でした。

～～～～～～～～《災害ボランティアセンターへ帰所》～～～～～～～～

災害ボランティア活動の流れ

事前準備

活動選択
グループ編成

受付け・登録

終　了

●依頼者に作業内容の確認を行ってから、活動を始め
ます。
安全を確保し、活動をして下さい。
こまめに休憩・水分補給をして下さい。

ボランティア
活動

●服装を整え、災害ボランティ
アセンターへ向かいます。現地到着

●資材を返却します。破損や紛失がある場合は、
それも報告します。資材返却

●活動内容を報告書に記入ます。継続が必要な場合は、
その旨を伝えます。活動報告

●活動の説明や必要な資材
を受け取り出発します。資材受取

袖ケ浦市災害ボランティア
協力者登録制度

嘱託職員募集

募 集

募集人数：１名
業務内容：地域福祉活動支援業務等

（シニアクラブ・遺族会等の団体事務）
勤務時間：月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

（祝日・年末年始除く）
受験資格：普通自動車運転免許

ワード・エクセルが使用できること

賃　　金：袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託職員給与規程に基づき支給します。
（月給１５６，８００円＋交通費＋時間外手当）
（賞与２回　社会保険加入）

採用予定日：平成３０年４月１日（雇用期間は１年間）
試験の方法：面接試験（３月１９日予定）
申込方法：市販の履歴書に記入し、３月１６日（金）
 までに郵送又は持参ください。
問 合 せ：庶務係
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ボランティア登録数
（平成３０年１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：
294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）　　0438-63-0825220No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　３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

申　　込：履歴書を持参または郵送
　　　　　＊ 面接の日時・場所については、後日お知らせします。
問 合 せ：地域支援係

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30年１月1日～１月3１日（順不同・敬称略）

渡辺芳美　中友忠　髙橋優紀　鈴木和行　菅友代　石渡榮　上嶋晃汰　緒方優亜
八里凛乃　植田莉子　斉藤美千代　髙木結太　相馬政子
尾張屋木更津店　浜宿団地里山を歩く会　長浦マンドリンアンサンブル　（株）富分
県営ゆうしん会　千葉県社会福祉事業団　（株）片山組　蔵波台６丁目若草自治会
臨海スポーツセンター　健康麻雀あじさい　（公社）千葉県緑化推進委員会
あいおいニッセイ同和損保保険（株）千葉南支店木更津支社
シルバー寄合所「きらく」　袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所
匿名８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）

音訳ボランティア入門講座報告音訳ボランティア入門講座報告
　１月３１日～２月２１日の毎
週水曜日（全４回）に、音訳
ボランティア入門講座を開
催しました。
　視覚障害者総合支援セン
ターちばから講師をお迎え
し、視覚障がいへの理解や
音訳の基礎知識、文章や表
の読み方など、幅広く学ぶことが出来ました。
　また、音訳ボランティアグループ「やまゆり」の
みなさんの協力により、実際にマイクに向かい広
報紙を読みあげる録音体験も行いました。参加
者からは、マイクの前に向かうと緊張したがいい
経験になったなどの感想が聞かれました。
　全４回の講座でしたが、集中しながらも明るい
雰囲気のうちに終了しました。受講生の方々は、
今後音訳ボランティアとして活躍して下さいます。

　音訳グループ「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。
　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。
問合せ：ボランティアセンター

業務内容：放課後児童クラブ常勤指導員（運営・小学生の保育）
就労場所：根形小学校区放課後児童クラブ
 袖ケ浦市三ッ作855-2（旧JA根形支店）
勤務時間：月曜日～金曜日
　　　　　１３時３０分～１９時００分　５．５時間（祝日・年末年始除く）
　　　　　＊一日保育の場合は7時45分～19時の間の8時間（有給休暇有り）
応募条件：児童の健全育成に熱意があり、次のいずれかに該当する人
　　　　　① 保育士もしくは社会福祉士の資格を有する人、または取得見込の人
　　　　　② 高等学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事した人
　　　　　③ 幼稚園や小・中・高等学校などの教諭免許を有する人、または取得見

込の人
　　　　　＊上記の他　65歳未満で自力通勤の出来る方
賃　　金：1,030円/時（健康保険・厚生年金・雇用保険加入）
　　　　　規定により交通費の支給有り

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：通常は放課後14時頃～19時
 一日保育の場合は７時４５分～１９時の間の８時間以内
 シフト制による勤務（有給休暇有り）
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2385（中川小学校内）
応募条件：65歳未満で自力通勤の出来る方
賃　　金：960円／時　＊規定により交通費の支給有り

放課後児童クラブ職員募集放課後児童クラブ職員募集

      

　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いますので、併せてご覧ください。＊

日　　時 会　　場
3月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

3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

4月5日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【3月～4月の心配ごと相談日】 ただし、受付は15：30まで
日　　時 会　　場

4月12日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

4月19日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

4月26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

ひとり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。

日　時：平成30年4月15日（日）　12時30分～15時30分（12時受付）
会　場：君津市生涯学習交流センター
演　題：『困った行動も　子どもを伸ばして　ポジティブに解決していく』
講　師：千葉県発達障害者支援センターＣＡＳ　副センター長 田熊　立 先生
参加費：1,000円　　申込締切：4月13日（金）
問合せ：ボランティアセンター

　東京都千葉福祉園では、利用者の皆さんと地域の
皆様との交流を深める場として「お花見会」を開催し
ます。ご興味のある方は、是非足を運んでください。
　また、当日利用者に付き添って、一緒にお花見を楽
しんで下さる方や販売のお手伝いをして下さるボラ
ンティアを募集します。

日　時：平成３０年４月８日（日）１０時～１４時
場　所：東京都千葉福祉園（住所：袖ケ浦市代宿８）
内　容：フリーマーケット、ブラスバンド演奏等
問合せ：東京都千葉福祉園
 お花見担当者　嶋貫(しまぬき)
　　　　電話６２‐６４８７

君津地区自閉症協会　自閉症啓発デー記念講演会君津地区自閉症協会　自閉症啓発デー記念講演会

[ボランティア募集内容]
活動内容：利用者支援・
 販売補助
時　間：集合９時３０分
 解散14時３０分
その他：昼食を準備
 します。
締　切：３月２８日（水）
申込問合せ：
ボランティアセンター

東京都千葉福祉園　お花見会が開催されます東京都千葉福祉園　お花見会が開催されます

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。

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

あいさつで つながってるよ きずなの輪
長浦小学校　４年生　高澤　愛梨

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。

（平成30年1月15日～2月28日）（敬称略）

井之上　哲也
匿名16名

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

期間：平成３０年２月１日～２月２８日

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。

個人 金額（円）
匿名（2名） 376,395
※平成29年度4月からの累計額は
　1,847,754円です。


