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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）

法人全体収入総額………… 193,420千円
法人全体収入内容内訳 30年度当初予算額

会費・寄付金収入 9,981千円
補助金及び受託金収入 122,669千円
事業・負担金収入 17,656千円
介護保険事業収入 10,439千円
障害福祉サービス等事業収入 5,409千円
その他収入 14,060千円
前期末支払資金残高 13,206千円

法人全体支出総額………… 193,420千円
社会福祉事業区分内訳 30年度

当初予算額
社会福祉事業区分 187,914千円
　本部拠点区分 164,792千円
（１）法人運営事業サービス区分 96,487千円
（２）調査・企画・広報事業サービス区分 3,611千円
（３）助成事業サービス区分 882千円
（４）心配ごと相談所運営事業サービス区分 143千円
（５）地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分 2,527千円
（６）ボランティアセンター運営支援事業サービス区分 1,155千円
（７）ボランティアセンター運営事業サービス区分 109千円
（８）ボランティア活動事業サービス区分 901千円
（９）共同募金配分金事業サービス区分 11,225千円
（10）福祉カー運営事業サービス区分 339千円
（11）福祉バス運営事業サービス区分 1,685千円
（12）老人福祉会館運営事業サービス区分 6,120千円
（１３）生活支援体制整備事業サービス区分 7,014千円
（14）生きがい活動支援通所事業サービス区分 1,918千円
（15）生活福祉資金貸付事業サービス区分 989千円
（16）日常生活自立支援事業サービス区分 1,076千円
（17）放課後児童クラブ運営事業サービス区分 28,216千円
（18）産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分 386千円
（19）福祉基金事業サービス区分 8千円
（20）災害準備積立基金事業サービス区分 1千円

介護保険事業拠点区分 23,122千円
（21）訪問介護事業サービス区分 23,122千円

公益事業区分内訳 30年度当初予算額

公益事業区分合計 3,664千円

社会福祉センター運営事業拠点区分 3,664千円

収益事業区分内訳 30年度当初予算額

収益事業区分合計 1,842千円

自動販売機事業拠点区分 1,842千円

その他詳細については、本会ホームページで閲覧できますので、ホー
ムページもぜひご覧下さい。

社会福祉法人袖ケ浦市社会
福祉協議会収入支出予算

平成
30年度事業計画平成

30年

　本法人は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域福祉活動の中心的役割を果たすため、地域住民
の福祉活動への参加を促進し、行政機関、福祉関係団体等と連携を深め、袖ケ浦市における社会福祉事業及び地域
の社会福祉に関する活動を促進し、地域福祉の推進に取り組みます。

　本法人は、袖ケ浦市地域福祉活動計画に基づく「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」を基本理念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域
社会を実現するため、次の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

社会福祉協議会の
運営基盤強化 地域活動の支援 広報、啓発、

相談事業の充実 生活支援の充実

基本目標 基本目標 基本目標 基本目標

　社会福祉協議会は、地域のみなさまと相互に協力しあい、子どもからお年寄りま
で、住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、様々な福祉サービス
を行っている社会福祉法人で、全ての都道府県・市区町村に設置されています。
　事業を行う費用は、皆さまから寄せられた寄付金、赤い羽根共同募金配分金、
補助金、受託金に加え、現在、市政協力員（区長、分区長、自治会長）を通じてお
願いしている会費を財源としています。
　より一層の地域福祉の充実のため、会員としてご支援をお願いいたします。
　また、会社等の各種法人による法人会員のご支援も併せてお願いいたします。
＊�区、自治会に加入されていない方は、社会福祉協議会、市地域福祉課、ながう
ら・ひらかわ健康福祉支援室、各行政センター等で受付を行っていますのでご
支援ご協力をお願いいたします。

社会福祉法人 袖ケ浦市社会福祉協議会
基 本 方 針

基 本 目 標

1 2 3 4

会
　
　
費

◇一般会員	 1口	 500円
◇賛助会員	 1口	 1,000円
　＊公務員の方のいる世帯
◇特別賛助会員	 1口	 2,500円
　＊�袖ケ浦市職員で課長職以上の
方のいる世帯等

＜賛助・特別賛助会員は対象者の
方のご賛同をいただける方にお願
いしています。＞
◇法人会員	 1口	 10,000円

地域福祉のために会費の協力をお願いします。

募集職種　社会福祉協議会専任職員（正規職員）
募集人数　１名
採用予定日　８月１日（水）
受験資格　昭和６３年４月２日以降に生まれ、社会福祉主事任用資格
（取得見込み可）及び普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する方
受付期限　５月１８日（金）まで
試 験 日　６月３日（日）
試験場所　袖ケ浦市社会福祉センター
▶�試験案内は袖ケ浦市社会福祉協議会事務局で配布しています。
（社会福祉協議会のホームページからもダウンロードできます。）
問 合 せ　袖ケ浦市社会福祉協議会�庶務係�☎63-3888

袖ケ浦市社会福祉協議会職員を募集します

募 

集
募 

集

						

日　　時 会　　場
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

5月10日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【4月～5月の心配ごと相談日】 ただし、受付は15：30まで
日　　時 会　　場

5月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

5月24日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

5月31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

　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。＊
問合せ　地域福祉係

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。

　利用者や地域の交流の場として、「ぽぴあ祭り」を開催し
ます。ご興味のある方は、是非お越しください。
　また、当日運営のお手伝いをしてくれるボランティアを募
集しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日　時　5月11日（金）11時30分〜14時30分
場　所　ぽぴあの森本館（袖ケ浦市蔵波2674-2）

内　容　模擬店・余興等
問合先　ぽぴあ仕事センターライズ
　　　　☎53-7375　担当�高橋
ボランティアの申込先
　　　　袖ケ浦市ボランティアセンター
　　　　☎63-3988

ぽぴあ祭り
2018

ボランティア募集

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 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（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2385（中川小学校内）
条　　件 65歳未満で自力通勤のできる方
賃　　金 1,000円/時
　　　　　※規定により交通費の支給有り
申　　込 履歴書を持参または郵送
問 合 せ 地域支援係

放課後児童クラブ指導員募集
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　4月２7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

※�平成28年度4月からの累計額2,603,787円です。

法人名（敬称略） 金額（円）
㈱シバサキ建設 5,000

区等自治会の名称 金額（円）
奈良輪第４分区
（追加） 6,600

久保田パークサ
イド自治会 7,000

区等自治会の名称 金額（円）
久保田パークサイド
自治会 4,200

【赤い羽根共同募金】 【歳末たすけあい募金】

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2月1日～3月31日（順不同・敬称略）

前田匡子　斉藤三千代　比嘉梨沙子　中友忠　今井幸子　吉村治子　
渡辺佳子　小坂井直美　渡邉恵子　三井基子　八里凜乃　河内清　久保絵梨名
髙橋優紀　多田光孝　石渡美紀子　櫻山紀子　石渡榮　緒方優亜　植田莉子
大田心晴　緒方松江　菅友代　濱口美和子　朝日力　小川雅子　上嶋こうた

健康麻雀あじさい　蔵波台ギターアンサンブル
東京ドイツ村　蔵波台つくも会　ちばぎんＶネットクラブ事務局　袖ケ浦菜の花苑
長浦駅前５丁目自治会　臨海スポーツセンター　カトレアンホーム　神納箕和田有志
奈良輪小学校　根形小学校　平岡公民館　関自動車　信寿し　長浦マンドリンアン
サンブル　蔵波台若草東自治会　袖ケ浦市更生保護女性会　神納出津分区３班Ｂ
蔵波会　千葉県社会福祉事業団　東京酸素窒素（株）　長浦さつき台長寿会　
袖ケ浦市手をつなぐ育成会　（株）山九陸送千葉支店　蔵波中学校
君津地域振興事務所　（有）光和建設　（株）ヤマフジ　住友化学労働組合千葉支部

（公社）千葉県緑化推進委員会　絲友会　袖ケ浦市役所

匿名２４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）

移送サービス ボランティア募集
　高齢や障がい等のため、一般の交通機関では外出が困難な方を、ボランティアの協力に
より病院などに無償で送迎するサービスを行っています。
　ご自身の都合の良い時間に合わせて、コーディネート
を行います。空いている時間で、ボランティア活動に参加
しませんか。

  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）
　・�袖ケ浦教習所にて交通安全講習を受講してから

の活動となります。（6月、9月予定）
　・年齢の上限は70歳までです。
◇付添いボランティア
　利用者の付添い
　・�利用者の話し相手、車の乗降や病院の受付などでのお手伝い
　・年齢の上限は75歳までです。
活動時間　◇平日の９時～１６時のうちの３～５時間程度
活動範囲　袖ケ浦市・木更津市・市原市
問合せ　地域支援係

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

　昭和地区社会福祉協議会では、４月４日（水）に給食サービス事業の利用者を対
象に袖ケ浦市老人福祉会館にてお花見昼食会を開催しました。
　当日は、参加者32人、事業推進委員24人で昼食を食べながら地域の演芸ボラ
ンティアの方々の唄、三味線、踊りなどを鑑賞しました。
　参加者の方々からはお花見昼食会を毎年楽しみにしていま
すというお声や、久しぶりに友達とおしゃべりができて、とても
楽しい時間をすごせました。というお声をいただきました。
　桜はピークを過ぎてしまっていましたが、袖ケ浦公園には
チューリップなど春の花が咲いており、日差しがポカポカ暖か
い、日本の四季に感謝しながら春の訪れを感じることのできた
思い出に残るひと時でした。

花見昼食会を実施しました！！

私たちと一緒に、ボランティア活動始めてみませんか！！

活動中のボランティアさんの声をお届けします
♡ 病院が混んでいたので、待っている時間に、いろいろな話ができて楽しかったです。
 付添いボランティア：女性
♡ 空いている時間を有効に使いボランティア活動をしています。 運転ボランティア：男性

利用者さんからの声も届いています
♥ 移送サービスにお世話になり、病院へ一緒に行ってもらい助かっています。ひとり暮らし

の私にとって、車内や病院での会話がとても楽しみです。 80代女性：利用者
♥ ボランティアの方々のおかげで、病院に行くことができ有難いと、付添いの妻といつも話

しています。ありがとうございます。 80代男性：利用者
♥ 高齢のため、歩くのが遅くご迷惑をおかけしていますが、皆さん親切にしてくれます。
  90代女性：利用者

収集ボランティア
ご協力ありがとうございました。

○根形小学校
　ペットボトルキャップ…38㎏

○奈良輪小学校
　ペットボトルキャップ…86.2㎏

入選賞
地域ぐるみ
福祉推進標語

手をつなぎ　みんなの笑顔　ちいきの輪
蔵波小学校　４年生　石橋　実弥

※学年は第１０回袖ケ浦市地域福祉フェスタ（平成29年度）時のものです。

日　時 6月10日（日）
　　　　10時〜15時30分
場　所 袖ケ浦市民会館
　　　　大ホール
入場料 1,000円　当日券もあ

ります。（収益の一部を、
袖ケ浦市社会福祉協議
会に寄付します。）

主　催 袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
問合せ　ボランティアセンター

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30年３月１日～３月３１日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦ワークスリサイクル会 200,000
髙橋　優紀 8,149
三井化学労働組合千葉支部 20,000
三井化学福祉バザー実行委員会 30,000
長浦さつき台長寿会 5,961

※平成29年度4月からの累計額は2,617,524円です。

袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
☎0438-63-3988（直通）　FAX 0438-63-0825

ああ
まま
つつ
れれボランティア

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
昭和地区

第２２回ボランティアチャリティーショーを開催します

　1月15日（月）〜2月28日（水）までに御
寄附いただいた食糧をフードバンクちばへ
お渡しいたしました。皆様の善意を大切に
活用させていただきます。ご協力ありがと
うございました。
　次回募集は5月14日（月）〜6月29日
（金）の予定です。

食糧の寄付をありがとうございました

※208.7kgの食糧が集まりました。

前回チャリティーショー出演の袖ヶ浦高校吹奏楽部

団体（敬称略） 金額（円）
みんみん会 7,326
平川消防署 5,036
袖ケ浦市商工会青年部 41,586
椎の木グループ 76,317
合計 394,375


