
1 2019年（平成31年）1月15日

社会福祉法人 袖ケ浦市社会福祉協議会
〒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

編集・発行 HP  http://www.sodegaura-shakyo.jp
ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

※申込・問合せ先が係名となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

袖ケ浦市
社会福祉協議会
マスコットキャラクター
「そでりん」

shakyo
information

VOL.

193

「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）

　12月9日（日）に第11回袖ケ浦市地域福祉フェスタを根形公民館で開催しま
した！！
　会場内では、家族や友達とスタンプラリーを楽しむ方、袖ケ浦市内で地域福
祉活動を行っている団体の掲示物やＰＲブースを熱心に見ておられる方、メイン
会場では、根形保育所、根形小学校、根形中学校吹奏楽部、社会福祉施設等連
絡協議会、シニアクラブ連合会、ボランティア連絡協議会等による踊り、ダンス、
合唱、福祉学習発表、楽器演奏などの発表をご覧いただいた方など、489名と
いう多くの市民の皆様にご来場をいただきました。
　また、屋外では、地区社会福祉協議会や社会福祉施設等連絡協議会などの模
擬店があり、焼きそばやフランクフルト、おで
ん、社会福祉施設製作品の販売など大変ご好
評をいただきました。
　地域福祉フェスタは、市民の皆様に福祉に
ふれていただく事を大きな目的として開催して
います。来年度も、多くの市民の皆様に福祉に
ふれていただき、楽しんでいただけるフェスタ
を計画しますので多くの皆様のご来場をお待
ちしております。

誰もが幸せに暮らすための
「ふくし」について考えてみませんか

第１７回シニアクラブ芸能発表会

袖ケ浦市社会福祉協議会職員を募集

シニアクラブ会員が日頃の練習の成果を発表する機会です。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

日　程：2月19日（火）午前10時開演
	 午後3時30分終演予定
場　所：袖ケ浦市民会館大ホール
内　容：カラオケ、踊り、詩吟、ダンス等

受 付 期 間：1月18日（金）まで
採用予定日：4月1日
試  験  日：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

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

平成30年度
法人会員

袖ケ浦市社会福祉協議会は、さま
ざまな福祉サービス活動を行って
います。地域福祉充実のため、今
後ともご支援をお願い致します。

㈲近藤電設
※11月15日号に各企業名を掲載
しましたが、その後ご協力を頂
いた企業を随時掲載しています。

福祉体験を通じて、
『	ふ だんの　く らしの　し あわせ』について考え、
一人ひとりを尊重できる社会づくりを目指す体験学習です。

体験内容
　○車椅子体験　　○視覚障がい者体験
　○高齢者疑似体験

受講料：無料
対象者：10名程度以上のグループ・団体
その他：日時や場所は、要相談
申込み・問合せ：地域福祉係

観覧無料

模擬店も発表も
楽しかったね!

福祉体験講座を実施しています

福祉教育開催時の様子

平成30年7月豪雨災害義援金
（中央共同募金会）

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

（平成30年11月1日～12月31日）
団体名 金額

ガウラフェスタwithマルシェ
2018実行委員会 53,075	

合　計 53,075	
※千葉共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額は243,629円です。

（平成30年11月1日～12月31日（順不同)）
団体名 金額

第88回袖ケ浦市音楽協会
コンサート 14,218	

ガウラフェスタwithマルシェ
2018実行委員会 53,076	

合　計 67,294
※千葉共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額は147,435円です。
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　１月２５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】
山根美代子　在原新造　鈴木廣子　鈴木和行
髙橋恵子　河内清　西沢芳夫　櫻山紀子　多田敏純　
松井公夫　竹本悦子　鈴木里枝　上嶋那奈
県営ゆうしん会　長浦マンドリンアンサンブル
袖ケ浦市更生保護女性会　蔵波台若草東自治会
つくも会　東京ガス（株）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
千葉県社会福祉事業団　昭和中学校
尾張屋木更津店　浜宿団地里山を歩く会　ＫＦＣ有志
傾聴ボランティアグループ「ひびき」　東京ドイツ村　
長浦中学校　袖ケ浦菜の花苑
臨海スポーツセンター　カトレアンホーム
シーアイウッド　神納箕和田有志
（株）山九海陸千葉支店　椎の木グループ
さつき会ケアマネセンター
袖ケ浦商工会　（株）メディアサイトウ
東京都千葉福祉園　袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所
匿名7名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

　中富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」に来られて、交流できる場を作りたいという思いのもと、サ
ロンを運営しています。
　平成30年度から阿部・堂谷区サロン(阿部公会堂)、滝の口スマイルサロン
(粕谷忠様宅)においてサロンを展開しております。
　それ以外にも、成蔵区、小路区においても表のとおりサロンを開催してお
ります。
　内容は、みんなで歌を歌ったり、軽い体操など日によって内容を変えてお
り、参加いただいた方々には楽しい時間を過ごしていただいています！

成蔵区サロン(成蔵公民館)	 毎月第１木曜日
小路１区サロン(小路青年館)	 毎月第３火曜日
阿部・堂谷区サロン(阿部公会堂)	 毎月第２木曜日
滝の口スマイルサロン(粕谷忠様宅)	 毎月第４金曜日※12月は第１金曜日

上記以外にも中富地区社協は年6回各地域持ち回りでサロンを展開しております。
※詳細は、地域福祉係までお問合せください。

　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：１月１５日（火）～２月２８日（木）※土日祝日を除く
	 午前９時～午後5時
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）

※「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。

新たに高齢者サロンが2ヶ所で立ち上がりました。

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
れれボランティア

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
中富地区

平成３０年４月からの累計額は1,561,704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１2月１日～１2月31日

個人・団体（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦稲作研究会 4,765
髙橋　優紀 4,347
東京ガス㈱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

100,000

根形地区社会福祉協議会 10,000
袖ケ浦地区農業まつり 9,110
たちばな会 20,789
住友化学労働組合 千葉支部 50,000
新星会 18,000
平成８年度袖ケ浦市ＰＴＡ ＯＢ会 7,000
袖ケ浦どてカボチャの会 2,016
宮石一男 50,000
神納一区シニアクラブ 24,142
ちばアクアラインマラソン袖ケ浦市実行委員会 37,100
匿名（２名） 10,000

合　計 347,269

フードバンクちば<食品寄付>に
ご協力をお願いします。

収集ボランティア

ご協力
ありがとうございました

○昭和中学校
　ペットボトルキャップ・・・53㎏

○東京ガス（株）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

　ペットボトルキャップ・・・30.3㎏
　古切手・・・400ｇ

ほっとテレホンサービスとは…。
ひとり暮らし高齢者の孤独感を癒すため、ボランティアの協力に
よりほっとテレホン（電話訪問）を行っています。
ほっとテレホンサービスは、相談事業ではありません。話し相手
になることで、利用者の孤独感を癒すことが目的です。
ボランティアは、守秘義務を徹底し、話した内容は他へは漏れませ
んので、お好きな内容をお話しください。

日　時：毎週水曜日　午前10時～12時の間（15分～30分程度）　　　　　
内　容：社会福祉協議会登録のボランティアが、週に1回ボランティアセン

ターから利用者宅に電話をお掛けし、お話をしています。
対象者：市内在住で65歳以上のひとり暮らしの方。

◇お気軽にお問合せ下さい。◇

ほっとテレホン（電話訪問）!
利用してみませんか！

受付出来る物（例） 受付出来ない物（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

阿部・堂谷区サロン

滝の口スマイルサロン

      

　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。	 問合せ：地域福祉係

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

【1月～2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

2月7日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

2月14日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

2月21日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

2月28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。

＊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。＊

優秀賞

手伝うよ　のばしたその手　近づく心
奈良輪小学校　4年生　小林　莉杏

地域ぐるみ福祉推進標語


