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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）

　平成３１年４月から毎月１回、見守り訪問を希望される方のご自宅
を地区社会福祉協議会の事業推進委員（民生委員児童委員）が訪
問する「ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業」が始まります！
　ご利用を希望される方は、お住いの地区の民生委員児童委員も
しくは、社会福祉協議会までお問い合わせください。
　対象となる方は、右記のとおりです。

（利用対象者）
①袖ケ浦市に居住する満75歳以上のひとり暮らし高齢者
②満80歳以上の夫婦のみ世帯（夫婦とも満80歳以上）
※ただし、①、②どちらかに該当になった方でも同一敷地内及び隣接する土地に
親族が居住している方については、対象になりません。
（隣接する土地とは、隣の土地に住んでいるまたは、道路等を挟んでいるが隣
り合っている土地のことを指します。）
※75歳未満の方でも見守りが必要な状況にある方は、お住まいの地区の民生委
員児童委員にその旨をお伝えいただき、申込書を提出いただいたうえで各地区
社会福祉協議会で利用の可否について判断させていただきます。

　袖ケ浦市内には、「昭和地区」「長浦地区」「蔵波地区」「根形地
区」「平岡地区」「中富地区」の６つの地区社会福祉協議会（以下
地区社協）があります。
　地区社協では、民生委員児童委員、自治会の役員、社会福祉
関係者、地域内の福祉施設職員、教育関係の代表及び地域団体、
学識経験者の方々を中心に活動しています。

　サロンは、仲間づくりの場、地域の皆さんの交
流の場です。
　外出が減ってきた高齢の方や子育て中の方が、
おしゃべりなどを楽しむ場（サロン）を通じて、住み
慣れた地域の中で安心して楽しく暮らしていける
ように、支え支えられ合う関係をつくっていきます。

①誰が？
　地域の皆さんが
②誰のために？
　地域の皆さんのために
③どのように？
　主体的に

④何をしているの？
　交流による仲間づくり・生きがいづくりの活動
⑤例えば？
　・お茶とおしゃべりを楽しむ
　・健康のための体操
　・脳トレゲームなど

地区サロンで
交流しよう

地区
社協

身近な地域で
顔の見える関係をつくります

顔の見える関係づくり みんなで支え合う地域福祉

●�自分の地域のために必要なことを考え活動していく団体です。
●自治会や各種団体の方々のご協力が不可欠です！

「地域のために活動したい！」
という方はどなたでも参加でき
ます。一緒に活動していただけ
る方を募集中です！
☎63-3888（地域福祉係）
お電話お待ちしています。

シニアクラブ

学校

公民館
社会福祉
施設商店・企業

ボランティア
（団体・個人）

住民

自治会
民生委員・
児童委員

地区社協

「サロン」とは？

「ひとり暮らし高齢者等
見守り訪問事業」が始まります !!

内容は、月ごとに異なりますが、楽器演奏にあわせて歌を歌
ったり、南京玉すだれや大きいスクリーンで紙芝居をみた
り、毎月、多くの地域の方々にご参加をいただいています!!
予約は必要ありませんので、お気軽にご参加ください!!

さつき台病院の先生や地域包括支援ながうらサブセンターの職員
から健康・介護・病気予防などのお話や体操なども加わり、多彩
な内容になっています。参加を希望される方は、自治会や民生委
員児童委員が受け付けています。ぜひ遊びに来てください。

地域の高齢者の方が気軽に集まり、お茶を飲み、つなが
りを広めていける場所にしたいと考えています。
楽しいひと時を過ごしましょう！お待ちしています。

サロン
いきすこ

①奈良輪会館
②市民会館フリースペース
③まきば台吉村様宅

毎月第１木曜日１０時～１２時
毎月第３木曜日１０時～１２時
毎月第４木曜日１０時～１２時

１００円 ふれあい
長楽サロン

長浦駅前自治会館
浜宿団地自治会館
代宿公民館

調整後、チラシで地域の方
にお知らせ致します。 １００円

久保田多目的会館 奇数月の最終木曜日
10時～12時＊3月を除く

木曜
ふれあいサロン 蔵波台自治会館 毎月第4木曜日

13時～15時
参加費
なし

いきいきサロン
橘西分区協働館
今井青年館
子者清水集会所など

調整後、チラシで
地域の方にお知らせ
致します。

100円

毎回、20名前後のご参加をいただいています!!
内容は、毎回異なりますが、ピアノ演奏にあわせて皆で歌を
歌ったり、簡単な体操など行った後、茶話会をしています。
予約は必要ありませんので、お気軽にご参加ください!!

サロンは、高齢の方の相互のふれあいや生きがいをつくり、社
会参加を促進することにより孤立感の解消や自立生活の支援、
介護予防にもつながります。是非、お出かけください。

サロン部会は今年で3年目になります。地区内において百歳体操・サロン
が定着し、皆さんがますます元気になり、笑顔の絶えない地域となってい
ることに一同喜びを感じています。毎日を楽しく元気に過ごしましょう！

ほっと一息
サロン のぞみ野マルシェ 毎月第２木曜日

１０時～１１時３０分 １００円
川原井よってけサロン 第6分区集会所 毎月第2水曜日10時～

１００円
野里熟年いきいきクラブ 野里会館 毎週月曜日※祝日を除く10時～
サロンはなぶさ 花房平自治会館 毎月第4木曜日11時～
滝ケ沢さわやかサロン 滝ケ沢自治会館 毎月第3火曜日10時～

成蔵区サロン 成蔵公民館 毎月第1木曜日13時30分～
参加費
なし小路一区サロン 小路青年館 毎週第3火曜日13時30分～

阿部・堂谷サロン 阿部公会堂 毎月第2木曜日13時30分～
滝の口
スマイルサロン 粕谷様宅 毎月第4金曜日10時～

（12月は第1金曜日）
一部

参加費あり

昭和
地区社協

根形
地区社協

平岡
地区社協

中富
地区社協

長浦
地区社協

蔵波
地区社協
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　2月22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】

【寄付品】

田村輝夫　石渡美紀子　山崎とよ子
西沢芳夫　星野菫　植田莉子　緒方優亜
緒方優友　鈴木快空　太田心晴　八里凜乃　
岩田悠月　三井基子　齋藤美千代
石渡榮　鈴木和行　山本雅子　上嶋那奈
細野楽人　小川雅子
長浦マンドリンアンサンブル
百目木公園管理組合　蔵波台若草東自治会
絲友会　（株）片山組　社会福祉法人みどりの風　
臨海スポーツセンター　袖ケ浦菜の花苑
東京ドイツ村　千葉県社会福祉事業団
シルバー寄合所「きらく」　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＊

　昔遊び教室は、福祉教育連携の一環として地域住民と児童との昔遊
びを通じた交流を目的とし、毎年1回、根形小学校の1年生を対象に
行っています。
　今年は、1月18日（金）に根形小学校体育館で行いました。
　内容は、けん玉、竹馬、コマ、お手玉、めんこ、あやとりなど、昔
懐かしい遊びを児童と共に行い、笑い声の絶えない楽しい時間を過ご
しました。
　根形地区社会福祉協議会では、今後も、児童との交流を持てるよう
昔遊び教室を継続的に実施していきたいと考えております。

　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。
　活動はしていないけれど、興味関心のある方もぜひご参加ください。
　参加希望される方は、必ず事前にお申込みください。
日　時：３月8日（金）13時３０分～15時３０分
場　所：社会福祉センター　大会議室（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興味、関心のある方
定　員：２０名　　参加費：無料
申込期限：３月7日（木）まで
申込・問合せ：ボランティアセンター

　１月２２日（火）に障がいのある方々が集う会を老人福祉会館で開催しました。
　この会は、毎年１２月１日から１２月３１日の間に行っている歳末たすけあい募金
を財源とし、市内の障がいをお持ちの方々が集い、交流を深め、社会参加を推進
することを目的に開催しています。
　今年は27名の方が参加され、久しぶりに会った方や初めて会った方もいらっ
しゃいましたが、チーム全員が一つに
なってレクリエーションに取り組み、交流
を深めていただきました。
　ボランティアの皆様、歳末たすけあい
募金にご協力下さいました皆様、ありが
とうございました。

勤務内容：マイクロバスの運行・管理（市内の送迎）
勤務時間：１日４時間程度・週２日～３日程度（バスの運行スケジュールによる）
賃　　金：１,０５０円／時間　通勤手当（規程により支給あり）
資　　格：中型免許（限定不可	）以上　かつ　満６５歳未満の方
申込期間：２月１５日（金）～３月１日（金）
申込方法：履歴書（JIS規格・A4）を郵送又は、持参にて提出して下さい
雇用開始日：平成３１年４月１日（月）～	※事前研修が３月下旬に１～２日程度あり
申 込 先：庶務係

～ 地域交流イベント 嬉泉祭りバザー ～
●ボランティア大募集
バザー当日、お手伝い頂けるボランティアを１０名募集しています。
短い時間でもご協力頂ける方、ボランティアセンターまでご連絡下さい。

●献品のお願い
皆様からの献品をお待ちしております。
同じものが重なったり、使っていないギフト（中古衣料等はご遠慮下さい）や食
品など、バザーに出品できる物がありましたら、是非ご連絡下さい。尚、品物の
内容や状態によっては、お受け取りできないものもありますので、ご理解くださ
い。

開催日時：３月３日（日）１０時～１４時
会　　場：嬉泉福祉交流センター袖ケ浦

【袖ケ浦のびろ学園・ひかりの学園・地域生活支援センターたのしみ】
袖ケ浦市下新田1680
※長浦駅南口ロータリーと袖ケ浦公園第二駐車場から無料送迎バスを運行します。

献品の申込・問合せ：（６２）９１２１（月～金曜	９時から１８時）大友
ボランティアの申込・問合せ：ボランティアセンター

昔遊び教室を根形小学校で行いました！！

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！
根形地区

平成３０年４月からの累計額は1,615,801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３1年1月１日～1月31日

個人・団体（敬称略） 金額（円）
袖ヶ浦落語同好会 10,600
袖民会 20,000 
公文式福王台教室 12,497 
根形公民館陶芸サークル
協議会 9,000 

匿名（１名） 2,000
合　計 54,097

個人（敬称略）
匿名 車椅子 １台

傾聴ボランティア交流会

障がいのある方々が集う会

自動車運転手募集

ボランティア募集・献品のお願い

収集ボランティア
○長浦中学校
　ペットボトルキャップ・・・112㎏

      

　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
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

日　　時 会　　場
3月7日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

3月14日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

3月28日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

【2月～3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

「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

ありがとう　いつも笑顔の　ボランティア
根形小学校　5年生　影山　真菜

地域ぐるみ福祉推進標語

ご協力ありがとうございました


