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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
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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）

　5月12日は「民生委員・児童委
員の日」です。
　大正6（1917）年5月12日に岡
山県済世顧問制度設置規程が公
布されたことに由来します。

お金お金 のこと

生活費がない
子どもの進学費がない
定年退職後の生活費が不安

民生委員・児童委員は、
あなたの身近な相談相手として

相談内容に応じて
関係機関への「つなぎ役」に

なります
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ご近所ご近所 のこと

虐待虐待 かも…

子育て子育て のこと

ご近所で        　　　　ことありませんか気になる 

生活・健康生活・健康の不安

ひとり暮らしでさみしい
高齢者二人で、
何かあった時に不安
身体やうつ・認知症
などが心配

最近、○○さんの姿を見かけない
○○さんの家に何日分も新聞がたまっている
○○さんが送りつけ商法の
被害にあっているみたい

○○さんの家の怒鳴り声と
子どもの泣き声がすごい…
○○さんの子どもが何日も服を変えていない…
○○さんの年金が同居の親族に
使い込まれているみたい

子育てのことで相談できる人がいない…
子育てがうまくいかなくて不安…
子どもをたたいてしまいそう
子どもが学校に行かなくなった…

福祉サービス福祉サービス
困っているけど、どこに
相談していいのか分からない…
介護保険は
どうやって使うの？

のこと

民生委員・児童委員
主任児童委員
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民生委員・児童委員 ですこんにちは
〜 支えあう　住みよい社会　地域から 〜

民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や
児童健全育成活動などに取り組んでいます。

　本会では、諸般の事情により、6月30日をもちまして訪問介護事業（介護保険、障害福祉サービ
ス、産前産後ヘルパー派遣）を廃止することとなりました。
　平成12年の介護保険制度創設以来、本事業を実施し、皆様方には長年にわたり、ご支援とご協力を
賜りましたことに厚く御礼申し上げます。

　袖ケ浦市では市内を3地区に分けて、92名（平成31年4月1日現在）の民生委員・児童委員および
主任児童委員が活動しています。
　昭和地区　民生委員・児童委員21名　主任児童委員2名
　長浦地区　民生委員・児童委員37名　主任児童委員2名
　東部地区　民生委員・児童委員27名　主任児童委員3名
　民生委員・児童委員は担当地区の住民の相談に応じます。
　地区社会福祉協議会と連携し、地域住民の見守り活動等を行っています。
　また、各種会議等で住民の地域福祉向上に向けた取り組みなどを検討しています。

　民生委員・児童委員には法律による守秘義務
があります。相談内容が他の人に伝わることは
ありません。

※�お住いの地区の民生委員・児童委員と連絡を
とりたい方は、事務局までご連絡ください。

袖ケ浦市民生委員児童委員協議会事務局
☎（63）3888　担当　地域福祉係

民生委員・児童委員の会議の様子です。▶
各種制度等を研修し、活動に役立てています。

主任児童委員は

袖ケ浦市の活動は

子どもや子育てに関する支援を専門に
担当する民生委員・児童委員です。

安心してご相談ください

訪問介護事業所廃止のお知らせ

高齢者にやさしいお店などが掲載されています。
【配布窓口】
市役所高齢者支援課、地
域包括支援ながうら・ひ
らかわサブセンター、各
公民館、袖ケ浦市社会福
祉協議会

【パソコン・携帯電話から】
袖ケ浦市のホームページで閲覧、ダウンロードが可能です。
こちらからは、最新の改定版をご覧いただけます。

　実際に手に取った方からは、「見やすい」、「もっと詳しい
町内会版があるといいね」等のご意見がきかれます。
　「ボランティアしてみようかな？」「住んでる地域を知り
たいな」と思っている方はぜひご活用下さい。

「袖ケ浦市おたすけ手帳」を
お役立て下さい。

▲市ホームページ
　QRコード

生活支援体制整備事業



2019年（令和元年）5月15日 2

●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　５月２４日（金）13時30分～15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）

赤い羽根
共同募金

森田尚子　櫻山紀子　長嶋忠雄　緒方松江　松本一二三　根津佳年　
岩楯悦子　石井花果　鈴木和行　石渡榮　斎藤澄江　渡辺芳美　西澤光　
八里凜乃　平畠ひまり　植田莉子　大田心晴　星野菫　鈴木快空
関昌子　齋藤美千代　山本貴子　石渡美紀子　赤松義雄　柳沼キヨ子
日機装（株）京葉営業所　長浦マンドリンアンサンブル
健康麻雀あじさい　神納箕和田有志　蔵波台若草東自治会
神納出津分区３班Ｂ　県営ゆうしん会　住友化学労働組合千葉支部　
手話サークル「めだかの会」　関自動車　（株）横河システム建築　
袖ケ浦菜の花苑　カトレアンホーム　臨海スポーツセンター
（株）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
日本燐酸（株）　袖ケ浦福祉センター
匿名8名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

〈6月〜12月の予定〉
６月１３日（木） ７月１１日（木） ９月１２日（木）
ボランティア 保育士 保健師

遊戯指導 遊戯指導 健康について
身体計測

１０月１０日（木）１１月１４日（木）１２月１２日（木）
ボランティア 保育士 栄養士

遊戯指導 遊戯指導 子どもの栄養に
ついて

　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：５月１３日（月）～６月２８日（金）※土日祝日を除く
　　　　　９時～17時
　窓　口：袖ケ浦市社会福祉協議会	 袖ケ浦市役所地域福祉課
　　　　　ながうら健康福祉支援室	 ひらかわ健康福祉支援室

平岡地区社会福祉協議会では、子育てサロンを運営しています。

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。
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！
平岡地区

（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4月１日～4月30日

区等自治会の名称 金額（円）
坂戸市場第１分区 45,500

法人名（敬称略） 金額（円）
㈱シバサキ建設 5,000 

【寄付金】
団体（敬称略） 金額（円）

㈱サンセルモ
長浦駅前
冠婚葬祭総合案内所

１２，３００

フードバンクちば<食品寄付>に
ご協力をお願いします。

      

　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。�問合せ：地域福祉係

日　　時 会　　場
5月16日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

5月23日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

5月30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
6月6日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

6月13日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

6月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

6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

【5月～6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。＊

入選賞

ボランティア　みまもるしんせつで　地域の輪
根形小学校　4年生　北濃　真美子

※学年は、第１１回袖ケ浦市地域福祉フェスタ（平成３０年度）時のものです。

地域ぐるみ福祉推進標語

第23回
ボランティアチャリティーショー
日　時：6月９日（日）　10時～15時30分
場　所：袖ケ浦市民会館　大ホール
入場料：1,000円　当日券もあります。
主　催：袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
問合せ：ボランティアセンター
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収集ボランティア
金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します

○蔵波中学校広報委員会
　ペットボトルキャップ・・・90㎏

○住友化学労働組合　千葉支部
　ペットボトルキャップ・・・140㎏
　古切手・・・800ｇ

ご協力ありがとうございました

受付出来る物（例）
パスタ、乾物、缶詰、レトルト食品、飲料など
※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

　社会福祉協議会では、結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品
を贈呈します。
対　　象：昭和44年9月1日から昭和45年8月31日に婚姻され、ご夫婦

ともに健在で市内に居住している方
※昭和44年8月31日以前に結婚され、金婚祝品の贈呈を受
けていない方も対象です。

申込方法：戸籍謄本（発行から３カ月以内のもの）と夫
婦の氏名（ふりがな）・住所・電話番号を記入
した書面を郵送または持参してください。

申込期限：8月2日（金）
申込・問合せ：地域福祉係

〔昨年の様子〕 〔昨年の様子〕

お楽しみ
抽選会や
　福まきも
　あるよ!!

平成３１年４月からの累計額は12,300円です。

根形放課後児童クラブが4月1日から
根形小学校の敷地内に移転しました。
　放課後児童クラブは、放課後等に就
労等の理由で家庭に保護者がいない子
どもたちが、安全で楽しい時間を過ご
すためにある施設です。子どもたちは、
専任の指導員のもと、遊んだり、宿題を
したり、おやつを食べたりしながら楽し
く過ごします。
開設時間：
　平　日　14時～19時
　土曜日　7時30分～19時
　長期休業日（夏休み等）

7時30分～19時

　子育て中の親子が気軽に集まり、おもちゃで遊んだり、ゆったりする場所となっています。毎
回11時00分頃からは、ボランティアによる紙芝居や手遊び、専門職（保健師・栄養士等）によ
る講話なども行っています。
　興味がある方は、ぜひお出かけください。

～名幸ケ丘子育てサロン～
日　時：毎月第2木曜日（8月を除く）
	 10時～12時
場　所：平岡公民館　2階視聴覚室
	 （野里1563-1）
対　象：乳幼児（0歳～就学前）と保護者の方
参加費：無料（保護者の方同伴	事前申込不要）


