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ボランティアのみなさんありがとうございました
〜〜ボランティアの協力で支えられています〜〜
平成29年度ボランティアセンター活動報告
（平成29年4月1日〜平成30年3月31日）
ボランティア登録者数 合計 1,386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
計269名
＊ボランティアセンター登録グループ 64団体 1,117名
（内、ボランティア連絡協議会加盟団体 23団体、2個人）

〜広報紙の録音風景〜

〜ペットボトルキャップの整理〜

〇社会福祉協議会の事業
合計1,158人（参加延べ人数）

〇社会福祉施設などでのボランティア
合計1,458名（参加延べ人数）

ボランティア活動の内容
・広報紙の音訳
・移送サービス
（運転・付添いボランティア）

ボランティア活動の内容
・傾聴 ・デイサービスでのお手伝い ・洗濯たたみ ・衣類の修繕

・ペットボトルキャップなどの収集品整理
・いきいきサロン ・赤い羽根街頭募金活動 など

・ヘアカット ・レクリエーション ・囲碁 ・将棋 ・児童の遊び相手
・花壇の整備 など

〜街頭募金活動〜

〇市の行事や社会福祉施設での
イベントボランティア 合計401名（参加延べ人数）
ボランティア活動の内容
・高齢者スポーツ大会スタッフ
・敬老会やクリスマス会など行事のお手伝い
・誕生会での演芸の披露 など

ふれあい・いきいきサロン
に助成します

〜移送サービス
運転・付添いボランティア〜

〜演芸ボランティア
活動風景〜

〜いきいきサロン〜

日常生活自立支援事業の利用について
判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスを受けられない方々が、住み慣
れた地域で安心していきいきと自立した生活が過ごせるよう、福祉サービスの利用な
どに関わるさまざまな相談や援助をお手伝いする事業です。
利用対象となる方は、在宅や施設等で生活されている高齢の方や障がいのある方で、
利用に必要な契約内容を説明すれば理解できる方がご利用いただけます。
利用対象者

高齢者、障がい者、子育て中の親子等が住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができるよう、世代間交流、地域交流
の拠点となる居場所づくり活動を行っている団体等に助成を
行い、活動を支援します。
対象団体：地域を基盤として活動している
自治会・ボランティア団体・個人等
対象活動：高齢者・障がい者・子育て中の親子等、市民誰もが
参加できる活動で、年6回以上活動していること。
また、政治、宗教及び営利目的等の活動でないこと。
助成金額：当該事業に係る経費の1/2以内を助成します。
（上限額：年間30,000円）
問 合 せ：庶務係

１．袖ケ浦市内にお住まいで、高齢・障がい等により、ご自分の判断能力
や日常的な金銭管理に不安のある方。
２．本事業の契約内容や事業内容が理解でき、かつ本人の意思により利
用申し込みをする方。
サービス内容 １．福祉サービス利用援助
・福祉サービスの情報等を提供します。
２．財産管理サービス
・家賃、公共料金等の支払いや金融機関で生活費等の出し入れをします。
３．財産保全サービス
・預貯金通帳や各種証書などを貸金庫で保管します。
紹介等 利用手続きの円滑化を図るため、市内各事業所からの紹介や入所している方
等が面接する場合については、実態把握票/情報提供書を記入していただく
こととなっていますのでご協力をお願いいたします。
問合せ：地域福祉係

〜〜元気いっぱいの子供たちと一緒に過ごしませんか〜〜
○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時頃から19時
学校休業時で一日保育の場合は7時45分〜19時の間の8時間以内
（春・夏・冬休みなど）シフト制による勤務
○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歳未満で自動車運転免許保持者、児童と積極的に関わってくれる方
○賃
金：1,000円／時 ＊規定により交通費の支給有り
○申込み：履歴書を持参または郵送して下さい。
○問合せ：地域支援係

求人

求人

放 課 後 児 童 クラブ 指 導 員 募 集

◇長期休業期間（春・夏・冬休み）のみの勤務も可能です。◇
シフト制での勤務形態なので、ご自身の空いている時間を
有効活用してみませんか。
◇見学も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。◇

「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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あつ ボランティア
まれ

収集ボランティア

ご協力ありがとうございました

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

夏休みボランティア講座

調べてみよう！
ペットボトルキャップはリサイクル業者で換金し、
「世界の子どもにワクチンを日本委員
会」に寄付しています。

ボランティアセンターには、毎月、皆さんから集められたペットボト
ルキャップが沢山集まってきます。
みなさんが集めてくれた、キャップはどうやってワクチンとして生
まれ変わるのだろう！
？どのようにして世界の子どもたち
のところへ届けられ、活かされているのだろう？
！

長浦マンドリンアンサンブル

袖ケ浦学園からの
お願い

第１３回
マンドリンコンサート

この夏、わたしたちと一緒に調べてみませんか。

募集内容

高齢者・障がい者施設などで
演奏会を実施しています

日 程：8月2日（木）13時30分〜15時
会 場：袖ケ浦市社会福祉センター

○（株）ヤマフジ
ペットボトルキャップ・
・
・4.5㎏

○住友化学労働組合 千葉支部
ペットボトルキャップ・
・
・167㎏
古切手・
・
・30ｇ

〜みんなから集められた
ペットボトルキャップはどうなるの？〜

大会議室

集 合：社会福祉センター（13時15分：受付開始）
対象者：市内在住の小中高校生
（小学校３年生以下は保護者同伴）
興味関心のある方
定 員：30名(先着順)
受講料：無料
持ち物：筆記用具
申込み締切り：7月31日（火）
申込み・問合せ：ボランティアセンター

衣類と毛布の
寄附をお願いします
受付時間：平日９時〜１７時

日 時：７月１日（日）
１３時３０分開場
１４時開演
会 場：袖ケ浦市民会館大ホール
参加費：無料
曲 目：武蔵野の秋、
スペインの印象、
ロッキーのテーマ 他
問合せ：長浦マンドリンアンサンブル
日笠（６２-６５５２）

受付可能物品：
衣類（Ｔシャツ、靴下、
トレーナー、
ジャージ、ズボン（ゴム紐））、
毛布
※古着可（洗濯をお願いします）
問合せ・受付先：袖ケ浦学園
住 所：上泉１７６７−２１
電 話：７５−４５８５

平岡地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
平岡地区社会福祉協議会では、高齢者サロンを
積極的に展開しています。

川原井よってけサロン（川原井）
場所・日時：川原井第６集会所、
毎月第2水曜日10時〜

野里熟年いきいきクラブ（野里）
場所・日時：野里会館、
毎週月曜日10時〜

このサロンは、地域内の高齢化率が上昇し、近所付き合いが希薄になっ
たため、身近な交流の場が必要なことから、平成28年度からの取り組みと
なった事業です。住民同士が気軽に集まり、孤独感や不安感などを軽減し、
楽しい時間を過ごす場所となっています。
現在4ケ所でサロンが開催されています。お近くの方で、興味がある方は、

サロンはなぶさ（花房平）
場所・日時：花房平自治会館、
毎月第4木曜日11時〜
（写真は運営メンバーの皆さんです）

ぜひお出かけください。
問合せ：地域福祉係

※日時等は変更になる場合がございます。

滝ケ沢さわやかサロン（滝ケ沢）
場所・日時：滝ケ沢自治会館、
毎月第3火曜日10時〜
（写真はサロン設立メンバーの皆さんです）

※平成30年4
月からの累計額
は２３２，
１００円
です

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手】

【6月〜7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

6月21日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター

7月12日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・長浦行政センター

・市役所
6月28日
（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00
・長浦行政センター

7月19日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター

＊各公民館にちらしを設置していますので、併せてご覧下さい。
問合せ：地域福祉係

日時 6月22日
（金）午後1時30分〜3時30分 場所 老人福祉会館
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美裕

7月5日
（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00 ・長浦行政センター

・市役所
7月26日
（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00
・長浦行政センター
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北億

●おしゃべりサロン「ひびき」

相談は、
「予約不要」
で
「無料」
です。相談内容等については、
「秘密を厳守」
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。

年生

＊＊現在プルタブの回収は行っておりません＊＊
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年度︶
時のものです︒

菅友代 中友忠 高橋光正 鈴木廣子 山本雅子 緒方優亜
平畠ひまり 八里凜乃 植田莉子 大田心晴 斉藤美千代 犬飼トヨ
田中寿美子 三股道子 野村喜代美 窪田舜 赤松義雄 上嶋晃太
峯下ゑゐ子 石渡美紀子
長浦マンドリンアンサンブル 健康麻雀あじさい 袖ケ浦市更生保護女性会
県営ゆうしん会 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
あいおいニッセイ同和損害保険（株） ケアセンターさつき 神納箕和田有志
君津信用組合 （株）メディアサイトウ 蔵波台つくも会 椎の木グループ
蔵波台若草東自治会 八ツ手Ｇ 千葉県社会福祉事業団 三久交通（有）
袖ケ浦市民会館 袖ケ浦市役所 老人福祉会館
匿名１３名

なんでもご相談ください。

蔵波小学校

金額
（円）
100,000
5,000
７０，
０００
175,000

回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
︵平成

団体・個人
（敬称略）
出光千葉陸上輸送協力会
髙橋 優紀
ADEKA労働組合
合 計

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

問合せ ボランティアセンター

地域ぐるみ福祉推進標語

期間：平成30年5月１日〜5月31日
【寄付金】

※学年は第

（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）
皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。

地域をささえる
見守り活動 私の町の宝物

袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付、協力ありがとうございます

入選賞

