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〒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
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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）

伊 　誠
佐々木眞由美　　

木村　アサ子　　
井口　清一郎

石井　文夫（民生委員児童委員協議会 会長）

湯浅　榮
中村　光二
山崎　善博
三輪田敏彦
立原　勇
伊藤　和雄
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野村　忠弘
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五十嵐静男
千葉　幸子
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辻　秋子
曽我記史恵
関　正子
平山美津子

髙橋　政男
髙石　静江
渡部　輝子
田中　幸子
石井喜美子
在原八重子

共同募金優良地区
神納一区箕和田分区

永年勤続民生委員・児童委員表彰

健康福祉功労

多年にわたり地域福祉の向上にご尽力されました。

福祉功労者表彰福祉功労者表彰

優秀賞
小林　莉杏　（奈良輪小学校４年生）　手伝うよ　のばしたその手　近づく心
影山　真菜　（根形小学校５年生）　ありがとう　いつも笑顔の　ボランティア
錦織　百花　（長浦小学校６年生）　ありがとう　笑顔のヒーロー　みまもり隊
入選賞
根岸　心希　（奈良輪小学校４年生）　思いやり　明るい未来への　道しるべ
北濃真美子　（根形小学校４年生）　ボランティア　みまもるしんせつで　地域の輪
剱持　真由　（根形小学校４年生）　ありがとう　いつも声かけ　うれしいな
石渡　　永　（昭和小学校５年生）　袖ケ浦　優しさ感じる　人の声
江野澤星那　（蔵波小学校５年生）　見守り隊　笑顔で返そう　その感しゃ
大島かなえ　（中川小学校５年生）　やさしい目　オレンジ帽子の　みまもり隊
氏家　琉輝　（長浦小学校６年生）　ボランティア　いつも見守り　ありがとう
栗原　花楓　（長浦小学校６年生）　にこにこと　笑顔あふれる　袖ケ浦
木村　心音　（根形小学校６年生）　登下校　ぼくらを見守る　地域の目

全国民生委員児童委員連合会会長表彰（順不同・敬称略）

千葉県功労者表彰（千葉県知事表彰）（敬称略）

千葉県共同募金会会長表彰（敬称略）

袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）
袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状（順不同・敬称略）

多額のご寄付を賜りました。
・袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
・出光千葉陸上輸送協力会
・袖ケ浦ワークスリサイクル会
・東京ガス株式会社袖ケ浦ＬＮＧ基地
　東京ガス労働組合原料生産本部支部袖ケ浦連絡会
　東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
・平川地区貸衣裳

地域ぐるみ福祉推進標語入賞者 （順不同・敬称略）

　袖ケ浦市内で地域福祉の推進に貢献された方々が
表彰をされました。
　多年にわたり地域福祉の向上にご尽力ありがとう
ございました。
　今後ますますのご活躍を応援しております。

生活支援体制整備事業勉強会が生活支援体制整備事業勉強会が
開催されました。開催されました。

袖ケ浦市社会福祉協議会職員を募集

　平成30年11月18日（日）市内3会場に100人の参加がありました。
　「支え合いを広げる地域づくり」～今までのような介護サービスが使
えなくなる前に～ をテーマに「少子高齢化」「たすけあい」「住民主
体」と最近耳にするワードをわかりやすくお話いただき、参加者の9割が
「理解できた！」という回答でした。
　各会場の様子とアンケート結果は袖ケ浦市のHP〈高齢者福祉〉にもア
ップされています。
　地域の声が届く協議体設置のため、皆様のご協力をお願いいたします。
※生活支援体制整備事業については、平成31年社協だより1月号で詳し
くお知らせします。

受付期間：平成31年1月18日（金）まで
採用予定日：平成31年4月1日
試  験  日：平成31年1月27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 問合せ：市役所高齢者支援課　地域包括支援班　☎62-3225

試験職種 採用予定人員 受験資格

社会福祉協議会
専任職員Ａ

（事務局職員）
１名程度

・平成元年４月２日以降に生まれた方
で、学校教育法に基づく大学（短期大
学を除く）を卒業（見込可）、または社
会福祉士の資格を有する方
・普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有す
る方

社会福祉協議会
専任職員Ｂ

（事務局職員）
１名程度

・平成６年４月２日以降に生まれた方
で、学校教育法に基づく短期大学ま
たは専修学校（２年制以上の専門課
程）を卒業（見込可）した方
・普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有す
る方

「たすけあいチーバくん」代表 滑川里美氏「たすけあいチーバくん」代表 滑川里美氏 長浦おかのうえ図書館会場の様子長浦おかのうえ図書館会場の様子

祝祝



2018年（平成30年）12月15日 2

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　１２月２１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】

山本貴子　村松美智子　浅沼真也　石井花果　佐久山武夫　
鈴木廣子　高瀬たみ　前田匡子　石渡美紀子　西沢芳夫　
渡辺芳美　小川雅子　石渡榮　三股道子　鈴木和行
上嶋晃太　小島ヨシエ　萩原節子　鈴木恒久　鈴木快空　
植田莉子　大田心晴　平畠ひまり　八里凜乃　緒方優愛　
緒方優友　石井琢海

コールわかば　健康麻雀あじさい　県営ゆうしん会
平川中学校　近藤コンクリート　長浦マンドリンアンサンブル　
ビジネスホテル豊島や　蔵波台若草東自治会
神納箕和田有志　尾張屋木更津店　（株）片山組
神納出津分区３班Ｂ　袖ケ浦ふれあい
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
（株）メディアサイトウ　八ツ手Ｇ　千葉県社会福祉事業団　
蔵波台つくも会　平岡公民館　平川公民館
袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所

匿名１１名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

　根形地区社会福祉協議会では、毎月第2木曜日の10時～11時30分にのぞみ
野マルシェの交流スペースにて地域住民の集いの場「ほっと一息サロン」を
開催しています！！
　毎回、20名前後のご参加をいただいており、参加者の皆様の明るい話し声
や笑い声が響いており、楽しい雰囲気の中で時間を過ごしています。
　サロンの内容は、実施日によって異なり、みんなで歌を歌ったり、楽器演
奏を聴いたり、軽い体操や紙芝居を見たり、もちろん、お茶を飲みながら会
話を楽しむ時間もあります！！
　参加費は、お茶菓子代として100円いただいております。
　少しでも、「ほっと一息サロン」に興味をもっていただけたなら、ぜひ、

お気軽にご来場ください。あっ！予約は必要ありませんよ～！！
　皆様のご来場、心よりお待ち申し上げております。

【ほっと一息サロン会場案内】
のぞみ野マルシェ
住所：袖ケ浦市

のぞみ野66－1

※「ほっと一息サロン」に関するお問い合わせは、地域福祉係までお願いいたします。

　１０月１９日・２６日・１１月９日・１６日の全４回で、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より講師をお迎えし、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、幅広く学ぶことができました。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、参加者からは、「マイクの前に向かうと緊張した」「いい経験
になった」などの感想が聞かれました。皆さん、集中しながらも明るい雰囲気のうちに全
講座が終了しました。今後は、音訳ボランティアとして活躍して下さいます。

「ほっと一息サロン」にぜひお越しください！！

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。

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

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

ボランティア

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
根形地区根形地区

平成３０年４月からの累計額は
1,214,435円です。

（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）期間：平成３０年１１月１日～１１月３０日

団体（敬称略） 金額（円）
文化協会
クッキングサークル 2,000

リメイク工房 5,380
合　計 7,380

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
の勤務（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：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

認知症は年齢を重ねることで誰もがなる可能性があります。
仲間と一緒にトレーニングを楽しみましょう。
日　時：平成 31年１月１１日（金） ２月８日（金） ３月８日（金） 各日 １３時３０分～１５時３０分
場　所：長浦おかのうえ図書館　３階大会議室　対　象：市内在住の方（概ね６５歳以上）
その他：動きやすい服装・靴・水分補給のための飲み物をご持参ください。
問合せ：地域包括支援センター　☎６２－３２２５

放課後児童クラブ指導員募集

認知症予防教室認知症予防教室「頭の元気トレーニング」参加者募集「頭の元気トレーニング」参加者募集

音訳ボランティア入門講座を開催しました

収集ボランティア ご協力ありがとうございました

○平川中学校○平川中学校
　　ペットボトルキャップペットボトルキャップ・・・97.5㎏・・・97.5㎏

○○あいおいニッセイ同和損保あいおいニッセイ同和損保
　　千葉南支店　木更津支社千葉南支店　木更津支社
　　ペットボトルキャップペットボトルキャップ・・・10㎏・・・10㎏

これからもご協力
お願いいたします

      

　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

日　　時 会　　場
12月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

12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

1月10日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【12月～1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
1月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

1月24日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

1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

「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。

元気いっぱいの子供たちと
一緒に過ごしませんか。

　低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで、母子・父子・寡婦資金や日
本政策金融公庫などの公的資金を借受できない方（一時的に資金が必要な方等）
を対象に、世帯の自立等を図るために貸付事業を行っています。

問合せ：地域福祉係

【貸付の種類】※貸付には条件があります。
福祉資金 転宅費、小規模住宅改善費、療養費、福祉車両購入費等の貸付
教育支援資金 高等学校や専門学校、大学の教育費等の貸付
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計が難しくなった際の生活費等の貸付

総合支援資金 失業等により、日常生活の維持が難しくなった世帯に対しての生活費等
の貸付

不動産担保型
生活資金

居住用不動産を有し、その居住に住み続けることを希望する高齢者に対
して、その不動産を担保にした生活費の貸付

「生活福祉資金」をご存知ですか

講座の様子講座の様子


