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第11回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
地域福祉フェスタは、市民の皆様に「ふくし」に触れていただき、
「ふくし」を知っていた
だく事を目的にした「ふくし」のお祭りです！！
当日は、地域の皆さんの踊りや楽器演奏等の発表、福祉関係団体等のＰＲブース、会場
内を探検するスタンプラリー、親子簡単工作コーナーなど、世代を問わず誰もが楽しめる
イベントになっています！！
ご家族、ご近所、お友達など、お誘いあわせのうえ、ご来場ください！！
フェスタ閉会後には、おたのしみ抽選会もあります！！お楽しみに！！
日 時：12月9日
時：12月9日（日）10時30分〜13時30分（予定）
場 所：根形公民館（袖ケ浦市下新田1277）
内 容：
容：
【メイン会場】
◎地域の各団体の演芸（楽器演奏・ダンスなど）、根形小学校による福祉学習発表、
じゃんけん大会、お楽しみ抽選会…etc
◎社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈、地域ぐるみ福祉推進標語入選者への表彰
【体験コーナー等】
◎福祉関係団体PRブース、会場内探検スタンプラリー、根形保育所のぬり絵展示、
スナッグゴルフ体験、親子簡単工作コーナー…etc
【模擬店】
◎やきそば、ポップコーン、フランクフルト、わたあめ、揚げパン、おでん、
社会福祉施設製作の作品販売もあります！！

出 演
演：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会
：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会（大空保育園、東京都千葉福祉園、千葉県社会福祉事業団 養育園）、
根形中学校（吹奏楽部）、根形小学校、根形保育所、袖ケ浦市ボランティア連絡協議会、袖ケ浦市シニアクラブ連合会
主 催：袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会、
催：袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会、社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会
問合せ：地域福祉係
問合せ
：地域福祉係

〜地域歳末たすけあい事業 見舞金の申請を受け付けます〜
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「つながり ささえあう みんなの
地域づくり」をスローガンに、地域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会福祉
関係者の協力を得て、生活困難世帯・ひとり親世帯を支援するものです。

生活困難世帯たすけあい見舞金

ひとり親世帯たすけあい見舞金

生活困難世帯は、生活保護基準額のおお
むね1.5倍の収入以下を目安としています。
なお、生活保護受給世帯は対象外です。
※申請時に生活状況を確認しますので、ご
了承ください。

対 象のひとり親 世帯は、
児 童 扶 養 手当を受 給して

申請方法：本人からの申請が必要です。詳
細は、担当地区の民生委員児童委員に
ご相談ください。
民生委員への申請期間：
10月15日（月）〜11月12日（月）

いる世帯です。
申 請 方 法：対 象 の 方 に 届
く児童扶養 手当証書に、
たすけあい見舞金の申請書を同封し
ますので、同封の案内を確認し、申
請してください。
申請期限：11月15日（木）まで

〜地域歳末たすけあい事業 住民参加による地域福祉活動を支援します〜
助成対象事業：次のすべてに該当する事業
・12月1日〜１月31日に市内で行う事業
・高齢者や障がいのある方、生活困窮者、
子育て中の親子を支援したり、その支援
の必要性について住民の理解を広げる
もの、または自らが抱える生活課題の解
決に向けて活動するもの
・誰もが参加できる事業
・政治・宗教活動、営利を目的としていな
い事業
対象：市内に住所を有する次のいずれかの

団体または個人
・ボランティア団体
・障がいのある方や高齢者、子育て中の親
子などを支援する団体（NPO等）
・自治会等から派生したグループ
・障がいのある方などの当事者団体
・助成対象となる事業を行う個人
助成額：1万円〜3万円（参加人数により異
なります）
申請期限：11月21日（水）まで
問合せ：地域福祉係

平成３０年度障がいのある方々が集う会
障がいのある方々が集う会は、希望や悩みを語り合い、交
流を深めるとともに自立と社会参加意欲の高揚を図るために
開催します。是非ご参加ください。
日 時：平成31年1月22日（火）
10時30分〜14時00分（予定）
場 所：老人福祉会館（飯富2497-1）
対 象：市内在住で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方、又はそれに準ずる方
内 容：体操、ゲームやカラオケなど
参加費：300円（昼食付）
申込期限：12月13日（木）
申込方法：①聴覚障害者協会、手をつなぐ育成会に加入して
いる方は各会宛にお申込みください。
②各会に加入されていない方は市社会福祉協議会
までお申込ください。
その他：市バスで巡回送迎します。詳細はお問合せください。
参加者が50名を超えた場合は午前午後の2部制で行う等
調整させて頂くことがありますのでご了承ください。
問合せ：地域福祉係

北海道胆振東部地震義援金を
受け付けています
平成30年9月6日に胆振地方中東部を震源とする地震に
より、大きな被害が発生しました。被災された方の支援と
して、本会でも窓口となり、義援金の募集を行っています。
皆様の温かいご支援をよろしくお願い致します。
義援金の名称
共同募金会名
募集期間
平成３０年北海道胆
北海道共同募金会 平成31年3月31日
振東部地震義援金
※お寄せいただいた義援金は、被災地域の共同募金会を通じ、被災さ
れた方へ配分されます。
※義援金の募集要項については、ホームページでご確認ください。

「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

高齢者文化祭

シニアクラブ連合会会員の作品を展示

作品展では、書・彫刻・絵画・写真・手工芸・短歌・俳句・川柳などの作品を
展示します。
会員の方々が一生懸命作った作品はどれも力作で、見応えがあります。
ぜひ、ご覧ください。
日 時：10月30日（火）〜11月5日（月） 10時〜15時30分
場 所：老人福祉会館（袖ケ浦公園内）※入場無料
問合せ：事務局（地域福祉係）

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

参加者募集!!

音訳ボランティア入門講座を開催します。 認知症予防講演会「図書館を活用した認知症予防」
１０月１９日・２６日・１１月９日・１６日 １０時〜１２時（全４回）

読書は知識を得たり心を豊かにしたりする楽しい活動です。さらに声に出して
読む音読・朗読は脳への良い刺激になります。図書館をフル活用して実践する認
知症予防を一緒に学びましょう。
日 時：11月16日（金） 14時〜16時（13時30分開場）
場 所：長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室
講 師：結城 俊也氏（医療福祉学博士、専門理学療法士）
定 員：120名（申込先着順）
申込み：地域包括支援センター（62-3225）

３回目の午後は、
１３時より交代での録音の体験となります。
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：１０月１7日（水）
申込・問合せ：ボランティアセンター

認知症サポーター ステップアップ講座
市内の認知症サポーターの皆様を対象に、ステップアップ講座を開催します。認
知症を理解し、さらに一歩踏み出すボランティア活動にチャレンジしてみませんか。
日 時：11月16日（金）14時〜16時 11月29日（木）13時30分〜15時30分
場 所：長浦おかのうえ図書館
内 容：講演「図書館を活用した認知症予防」 体験「頭の元気トレーニング」
対 象：認知症サポーター養成講座受講者で両日参加可能な方
定 員：20名（先着順）
締 切：11月2日（金）
申込み：地域包括支援センター（62-3225）

長浦公民館で

しゃべろう会を開催しています。
精神障がいを抱えている仲間どうしが、お互いの生活のしづらさ・悩みな
どを語り合い、自分の病気や問題と向き合いみつめながら、より良い自分の
助け方を見つけていきます。ひとりで悩まず、遊びに来てください。

さつき会ふれあい祭り
日 時：11月11日（日）9時30分〜13時
場 所：袖ケ浦さつき台病院
内 容：講演会、演奏会、歩行年齢測定など
講演内容：安全な自動車運転に向けて〜当院の取り組み〜
講師：村上峰子氏
問合せ：袖ケ浦さつき台病院リハビリテーション部 石井 板倉
☎62-1113

開催場所：長浦公民館
日 時：毎月 第２水曜日 18時〜20時（※時間内出入り自由）
参加費：無料
問合せ：馬場（090-4196-4563）
〇誰かと話したい・
・
・ 誰とも話したくない・
・
・
まずは、ひとりで悩まず会いに来てください。

＜なごやか交流会の様子＞

第１回目
７月24日（火）9時から
（長浦公民館多目的ホール）
種目：ニュースポーツで
ある、
「クッブ」
「ラダー
ゲッター」
「マジックナイ
ン」
「ボックスホッケー」
「カップスタックス」

蔵波地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
いっしょに遊ぼう、
なごやか交流会
蔵波地区社協の児童対応事業部会では、「ながうら青空の会」「地区自治会」の
協力を得て、親子でふれあう場・子供たちと地域の大人たちが交流する場として
「なごやか交流会」を行っています。
保護者の方たちも加わり、充実した運営スタッフにも恵まれていますので安心・
安全な交流会です。
お誘いあわせてご参加ください。
次回は12月15日（土）場所は蔵波県営住宅集会所を予定しています。詳細は自治
会や子ども会などを通じてチラシでお知らせします。
日 時
12月15日
（土）
9時30分〜11時40分

第4回目

場 所

種 目

蔵波県営住宅集会所

種目は未定ですが、
ご期待ください。

個人
（敬称略）

川村しづ子
匿名
（3名）

金額
（円）

707
110,200

匿名13名
皆様から寄せられた収集物は、社会福祉協議会、
＊現在プルタブの回収は行っておりません＊
福祉団体環境団体の活動に役立てられます。
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永野 凜

ちばぎんVネットクラブ ボランティアグループひびき 健康麻雀あじさい
袖ケ浦市更正保護女性会 長浦マンドリンアンサンブル 東京ドイツ村
県営ゆうしん会 蔵波台若草自治会 三久交通（有） 臨海スポーツセンター
袖ケ浦菜の花苑 椎の木グループ さつき台グランドゴルフ会
袖ケ浦福祉センター つくも会 青空の会 君津広域水道企業団 袖ケ浦市役所

年生

回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
︵平成 年度︶
時のものです︒
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髙橋光正 石渡榮 角田文江 菅友代 小野寺陸也 高橋弥生 緒方優亜
緒方優友 植田莉子 池田葵 山本雅子 斉藤三千代 小川雅子 川村しづ子
鈴木和行 平畠ひまり 鈴木快空 髙橋優紀 上嶋晃太

平岡小学校

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手】

※学年は第

平成３０年４月からの累計額は1,141,328円です。

地域ぐるみ福祉推進標語

善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。

【寄付金】

入選賞

期間：平成３０年9月１日〜9月30日 （寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）皆様の

第3回目（中止）
8月2日（木）
（汐見公園広場） 種目：種目として屋外ニュースポーツを予定していました
が、猛暑のため子供たちの健康を考慮し、中止といたしました。

郷土愛 オレンジぼうし ありがとう

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。

第2回目
7月26日（木）9時から
（今井幼稚園ゆうぎ室）
種目：「房総カルタ」
「かんたん工作（割り箸
てっぽうと的当て）」
おやつタイム

１人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。
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。＊
【10月〜11月の心配ごと相談日】ただし、受付は15：30まで
問合せ：地域福祉係
日

時

10月18日
（木）
13：00〜16：00
10月25日
（木）
13：00〜16：00
11月1日
（木）
13：00〜16：00

会

場

・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター
・平川行政センター
・長浦行政センター

平成30年7月豪雨災害義援金（中央共同募金会）
（平成30年9月1日〜9月30日
（順不同・敬称略)）

時

11月22日
（木）
13：00〜16：00

会

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金報告

団体・個人名
袖ケ浦市音楽協会ガウラコンサート

金額
18,250

団体名
奈良輪区

袖ケ浦市ボランティア連絡協議会

70,000

ヤックスドラッグ袖ケ浦店

髙橋
合

優紀
計

5,560
93,810

日時 １０月２６日
（金）午後1時30分〜3時30分 場所 老人福祉会館

場

・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

（平成30年9月12日〜9月30日
（順不同・敬称略)）

※千葉共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額は188,554円です。

●おしゃべりサロン「ひびき」

日

11月8日
（木）
13：00〜16：00
11月15日
（木）
13：00〜16：00

公文式福王台教室
合

計

金額
41,140
4,001
30,000
75,141

※千葉共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額は75,141円です。

問合せ ボランティアセンター

