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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）

　今年も10月1日から3月末日までの間、赤い羽根共同募金運動が実施されます。自
治会や職場、学校などを通じてご協力を頂いた募金は、市内の福祉活動の財源として
活用されています。また、社会福祉施設や社会福祉団体、ボランティア団体等が活動
するための資金としても活用されています。
　赤い羽根共同募金が活用されている詳細な情報については、赤い羽根データベース
『はねっと』で公開しています。『はねっと』【http://www.akaihane.or.jp】
　皆様の温かいご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

クリアファイルは500円以上の募金をされた方へ先着で
プレゼントいたします。詳細はお問い合わせ下さい。
※各種限定5枚（妖怪ウォッチ1種類）（初音ミク4種類）
（ガールズバンドパーティ1種類）（ヴァンガード1種類）
問合せ：庶務係

Ｑ．赤い羽根共同募金運動で使われる羽根はなぜ「赤い羽根」なのでしょうか？
Ａ．赤い羽根は勇気や正義の証として表せることが多いです。特に中世のイギリスの英雄
として創造されているロビンフッドが赤い羽根を付けて、勇敢に冒険している姿が描か
れていることから、赤い羽根が勇気や希望の表れとして世界的に広がっていったと考え
られています。※諸説ある中の一つです。
他にも様々な羽根の色があり、青羽根（水難救助）黄羽根（医療バンク）白羽根（日本赤十字
社）緑羽根（緑化運動）などがあります。

赤い羽根クイズ

　シニアクラブ連合会は高齢者の「生きがい・健康・仲間づくり」のため、同世代で
支えあい「より良い地域づくり」を目指し日々活動しています。
　仲間と一緒にスポーツ等を楽しんだり、美化活動など地域貢献を行ったり、楽し
い時間を過ごしてみませんか。お気軽にお問合せください。 問合せ：袖ケ浦市シニアクラブ連合会（地域福祉係）

　70歳以上の方のご長寿を祝し、これからもお元気に過ごしてほしいという願いを込め、
各地区社会福祉協議会主催で敬老会を開催します。皆様のお越しをお待ちしております。
対象者：70歳以上の市民の方
内　容：演芸発表や金婚（結婚50周年）記念品の贈呈、抽選会など
主　催：市内各地区社会福祉協議会

　フードバンクとは、「食料銀行」を意味する社会福祉活動で、まだ、食べられるの
に賞味期限が近いなどの理由で流通できない食品や家庭に眠っている食品を寄付
していただき、食べ物に困っている人へ届ける活動のことを言います。
　社会福祉協議会では、「フードバンクちば」の活動の一助となるよう、下記の日
程で食料品の受付を行います。
　ご家庭や企業等において、ご寄付いただける食料品がございましたら、ご協力
をお願いいたします。
　期　間：9月18日（火）〜10月31日（水）9：00〜17：00　※土日祝日を除く
　窓　口：袖ケ浦市社会福祉協議会（社会福祉センター内：飯富1604）
	 袖ケ浦市役所地域福祉課（市役所1階：坂戸市場1-1）
	 ながうら健康福祉支援室（長浦おかのうえ図書館 1階：蔵波 634-1）
	 ひらかわ健康福祉支援室（平川公民館内：横田115-1）

問合せ：地域福祉係

※70歳以上の方へのハガキでの個別通知は行いません。
　ご近所・お友達等お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

地　区 開催予定日 場所 開演時間
昭　和 9月17日（月・祝） 市民会館 12：20～16:00頃
長　浦 10月14日（日） 長浦小学校 13：00～15:30頃
蔵　波 10月14日（日） 蔵波小学校 13：00～16:00頃
根　形 9月17日（月・祝） 根形公民館 13：00～15:15頃
平　岡 9月17日（月・祝） 平岡公民館 12：30～15:45頃
中　富 9月17日（月・祝） 平川公民館 13：00～15:30頃

※プログラムの進行により終了時刻は前後することがあります。

日　　　付 予　定　時　間 場　　　所

10月1日（月）  6：45 ～  8：15
ＪＲ袖ケ浦駅
ＪＲ長浦駅

敬老会を開催します

あなたの優しさで、
� 自分の町を支えよう

～元気いっぱいの子供たちと一緒に過ごしませんか。～
募
集

募
集放課後児童クラブ指導員募集

シニアクラブ新規会員大募集中！

フードバンクちば<食品寄付>にご協力を
お願いします。

クリアファイル募金（限定クリアファイル）
10月から始まります

○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30分頃〜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）
○勤務場所：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：児童と積極的に関わってくれる方
	 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 み：履歴書を持参または郵送してください。
○問 合 せ：地域支援係

◇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。◇

※「フードバンクちば」は、個人や企業から食料品を寄付していただき、生活に困っている方や支援
団体などへ食料品の提供を行い生活の向上を図ることを目的として活動している団体です。

受付できる物（例） 受付できない物（例）

米、パスタ、乾物、缶詰、レトルト食品、飲料など 冷蔵・冷凍食品、生物、青果、アルコールなど

※常温で保存が可能な物
　賞味期限が受付日から２ヵ月以上ある物

※開封や破損等で中身が出ている物
　賞味期限が受付日から２ヵ月未満の物など

イオン長浦店前 ゆりの里 平川公民館祭り

初音ミク
©Crypton Future Media,INC.
www.piapro.net

〜赤い羽根共同募金にご協力ください〜

妖怪ウォッチ
©L5/YWP・TX

ガールズバンドパーティ
©BDP　©CraftEgg　©BUSHI
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　９月２８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

【ペットボトルキャップ、古切手】（順不同・敬称略）【寄付金】
窪田舜　森亘生　金森正美　太田洋子　上嶋那奈　三股道子　小倉信行　中山朝子　佐久山武夫　
菅友代　三股道子　渡辺芳美　大島省子　飯島陸　河内清　植田莉子　飯田葵　緒方優亜　緒方優友
比嘉梨沙子　星野菫　平畠ひまり　齋藤美千代　鈴木和行　豊島久美子　鈴木快空　後藤久仁子　
（株）山九海陸千葉支店　長浦マンドリンアンサンブル　小沢製菓　健康麻雀あじさい
日産化学工業（株）袖ケ浦工場　関自動車　尾張屋木更津店　東京ドイツ村　千葉県社会福祉事業団
百目木公園管理組合　臨海スポーツセンター　カトレアンホーム　袖ケ浦菜の花苑
社会福祉法人みどりの風　（有）サイトウ　蔵波台若草東自治会　（有）近藤コンクリート
ながうらサブセンター　メディアサイトウ　袖ケ浦市民会館　平川公民館　袖ケ浦市役所　老人福祉会館
匿名10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＊

　昭和地区社会福祉協議会では、人と人とのつながりが希薄になる中、地域
の方が「気軽」に来れて、お茶飲みをしながら交流できる場を作りたいとい
う思いのもと、サロンを3会場で運営しています。
　サロンいきすこは、平成28年の2月に市民会館のフリースペースをお借り
し、スタートしました。現在は、地域の皆様のご要望、ご協力のもと、3ヶ所
の会場で毎月1回ずつ行っています。
　内容は、みんなで歌を歌ったり、軽い体操、折り紙など日によって内容が
変わります。もちろん、お茶を飲みながら会話を楽しむだけでもOK!!参加い
ただいた方々には思い思いの時間を過ごしていただいています！
　参加者の対象年齢などありません!!「サロンいきすこ」に行ってみたい！と

思っていただけたなら、ぜひ、お気軽にご参加ください!!
皆様のご来場心からお待ち申し上げております。

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・関心があり、受講後活動の意志がある方。
定　員：２０名（先着順）　　受講料：無料　　持ち物：筆記用具
申込締切日：平成３０年１０月１６日（火）
申込・問合せ：ボランティアセンター

　地域社会に貢献している地道な取り組みに表彰される
もので、この度、永年の功労が認められ、受賞しました。
　永年のご苦労に心から敬意を表するとともに感謝いたします。

〜主な活動内容〜
　2010年から人と話す
機会の少ない高齢者など
に、元気を持ってもらえ
るように、「聞く」ではな
く「心を傾けて『聴く』こ
と」を行い、高齢者福祉の
増進に多大な貢献をして
います。 音訳ボランティアとは…

　視覚に障がいのある方のために、活字で書かれている書籍や雑誌、広報紙、新聞な
どの内容を“音声にして伝える”ボランティアです。
　聞き手が情報を得るために利用するものなので、内容が正しく伝わるように、書い
てあることを書いてある通りに読まなければなりません。音訳ボランティアは、視覚
障がいのある方の「目の代わり」となって、情報を声で伝えることが大切になります。

気軽にきてね！！「サロンいきすこ」

入選賞

一人じゃない　支え合うまち　袖ケ浦
昭和小学校　6年生　松本　実夢

※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。

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。
（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。

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

平成３０年４月からの累計額は
1,030,621円です。

永年の功績が認められ、傾聴ボランティア
「うさみみ」が新日鐵住金君津製鐵所の
“クローバー賞”を受賞しました。 音訳ボランティア入門講座を開催します

期間：平成３０年８月１日～８月３１日       

　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

日　　時 会　　場
9月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

9月27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

10月4日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【9月～10月の心配ごと相談日】

１人で悩んでいませんか？？

ただし、受付は15：30まで
日　　時 会　　場

10月11日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

10月18日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

10月25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

「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。

地域ぐるみ福祉推進標語

団体（敬称略） 金額（円）
㈱黒田不動産鑑定 20,000

１０月１９日（金）・２６日（金）１１月９日（金）・１６日（金）　全４回
（３回目の午後は、１３時から交代で録音を体験します。）

平成30年7月豪雨災害義援金（中央共同募金会）
※義援金受付の
期間延長について

「平成３０年７月豪雨災害
義援金」（中央共同募金
会取扱分）については、平
成３０年１２月２８日（金）ま
でとなりましたのでお知
らせします。

平成30年7月広島県豪雨災害義援金
（平成30年8月1日～8月31日（敬称略・順不同)）

個人名 金額
髙橋　優紀 4,744 

匿名 30,000 
合　計 34,744

※千葉共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額
は94,744円です。

（平成30年8月1日～8月31日（敬称略)）
個人名 金額

板橋　明 31,519 
※千葉共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額
は140,519円です。

・サロンいきすこ（奈良輪会館）
	 毎月第 1木曜日
・サロンいきすこ（市民会館）
	 毎月第 3木曜日
・サロンいきすこ（まきば台吉村様宅）
	 毎月第 4木曜日

※参加費は1回あたり、茶菓子代として100円いただいております。
※サロンへ参加するにあたって予約は必要ありませんが、月によっては開催日が変更になるこ
ともありますので、初めて参加を希望される方は、事前に開催日について社会福祉協議会ま
でお問合せください。

　傾聴ボランティアに関わっている方が集まって、体験談、活動について
の悩みや喜びを語り合い、傾聴ボランティア同士のつながりを深める交流
会を開催します。
　傾聴は勉強したけれど、まだ活動はしていないという方もぜひご参加く
ださい。参加希望される方は保険加入の都合上、事前にお申込みください。

日　　時：９月２０日（木）１３時３０分〜１５時３０分まで
場　　所：社会福祉センター（袖ケ浦公園前）
対　　象：傾聴ボランティアとして活動している方、傾聴ボランティアに関心のある方
定　　員：２０名　　参 加 費：無料
申込期限：９月１８日（火）　　申込・問合せ：ボランティアセンター

日　時：10月14日（日）10時〜14時30分　雨天決行
場　所：東京都千葉福祉園（住所：袖ケ浦市代宿8番地）
催し物：生産品販売・フリーマーケット・ブラスバンド演奏・模擬店など
～「園まつり」の手伝いをしてくれるボランティアを募集中～

●活動時間/9時30分〜	 ●活動内容/利用者支援・行事補助
●締切日/9月25日（火）	 ●ボランティアの方は昼食の用意があります

問合先：東京都千葉福祉園（担当　山口）☎62-6991

東京都千葉福祉園　園まつり

講座開催
参加者募集！！

傾聴ボランティア交流会　参加者募集


