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※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。

ボランティア の み なさんありがとうございます 。
～～ボランティアの協力で支えられています。～～
平成30年度ボランティアセンター活動報告（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
ボランティア登録者数 合計 1,372名 (※個人と団体の両方に登録している方を含みます。）
＊個人ボランティア 計255名 ＊ボランティアセンター登録グループ 63団体 1,117名（内、ボランティア連絡協議会加盟団体

〇社会福祉施設などでの通常活動のボランティア
合計1,498名（参加延べ人数）
ボランティア活動の内容
・傾聴 ・デイサービスでのお手伝い ・洗濯物たたみ ・衣類の修繕
・ヘアカット ・レクリエーション ・囲碁 ・将棋 ・児童の遊び相手
・花壇の整備 など

〇市主催行事や社会福祉施設でのイベントボランティア
合計465名（参加延べ人数）
ボランティア活動の内容

〇収集ボランティア活動
ボランティア活動の内容
・ボランティアセンターに、
皆様から持ち込まれた収集品
ペットボトルキャップ
3,190kg
使用済み切手
12.7kg
ベルマーク
1,726枚
テレホンカード等
93枚

・お誕生日会での演芸の披露
・余暇活動での演芸の披露 など

～古切手の整理～

ボランティア活動の内容
・広報紙の音訳活動
・移送サービスボランティア
・収集品の整理ボランティア
・いきいきサロン利用者支援
ボランティア
・赤い羽根街頭募金活動
など

～施設での演芸ボランティア活動～

金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します
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
58.5mm

市社会福祉協議会の
広報紙に掲載する有
料広告を募集してい
ます。
問合せ：庶務係

広報紙「社協だより」は毎月15
日に20,300部発行され、市内

40mm

～ペットボトルキャップの整理～

〇袖ケ浦市社会福祉協議会での事業
合計1,147人（参加延べ人数）

・高齢者スポーツ大会スタッフ
・敬老会やクリスマス会など行事のお手伝い

有料広告主募集

22団体、2個人）

の新聞折込みや公民館等で配布
されています。本紙のスペース
（横58.5㎜×縦40㎜）、価格は
5,000円です。

～広報紙の録音風景～

～街頭募金活動～

～いきいきサロン～

放課後児童クラブ
指導員募集

～～元気いっぱいの子供たちと一緒に過ごしませんか。～～

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15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７６１
（根形小学校敷地内）
袖ケ浦市横田2583（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出来る方

賃 金：1,000円／時 ＊規定により交通費の支給有り
申 込：履歴書を持参または郵送して下さい。
問合せ：地域支援係

シフト制での勤務形態ですので、
ご自身の空いている時間を有効活用してみませんか。
夏休みのみの勤務でもかまいません。

見学も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

「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

収集ボランティア

ご協力ありがとうございました

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

急募

移送サービス
付添ボランティア募集

社協では、ご自分で病院などに行くことが難しい高齢者や障がいを
もっている方を、ボランティアが送迎する事業を行っています。

＜付添ボランティア…利用者の付き添い＞
移送サービスではご利用者の方に、安全に安心して受診していただ
くために、ご家族又はボランティアによる付き添いをお願いしており
ます。
活動時間：月に１、
２回程度、ご都合のよい日（平日）に３時間～５時間
程度の活動です。

活動内容：利用者の方の受診の際、車の乗り降りや受付などでお手
伝いをしたり、お話し相手になっていただく活動です。
活動場所：社協所有の車にて会員様宅から病院等へ送迎して頂きます。
袖ケ浦市・木更津市・市原市
＊年齢の上限は満75歳とします。

○日産化学工業（株）
ペットボトルキャップ・
・
・13㎏

○日本燐酸（株）

ペットボトルキャップ・
・
・50.6㎏

生活支援体制整備事業

「あなたが地域の宝物」
住民主体の活動にご協力お願いします
第１層（市全体）協議体
市役所の事業担当として、

問合せ：地域支援係

座右の銘は

地域のスペシャリストであ

「やっている姿を

る社協ＳＣの方々と一緒に

感謝で見守って

取り組んで参ります。

信頼せねば人は実らず」
山田SC（社協）

中野SC（市包括）

蔵波地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！

第２層（日常生活圏域）協議体
長浦・蔵波
地域の皆さんの支え合い

村上SC

特徴：体が大きい・声が大きい・地域の方に声をかけていただく
と喜びます。
（ただし、喜びは心の中でひっそりと…時々顔に出
ます。）気軽にお声掛けいただけるととても嬉しいです！
岡部SC
令和元年は５名の生活支援コーディネーター（SC)でスタートしています
市内３圏域に第２層生活支援コーディネーター（SC)が、地区社協事務
局兼務で配置となり、より地域の実情に合った話し合い（協議体）ができ
るようになりました。
今後第１層では各地域で助け合いや集いの場を検討中の方向けに、勉
強会や既存団体との交流会等を企画しています。

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

期間：令和元年５月１日～５月３１日 （寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）

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。

社会福祉法人みどりの風 蔵波台若草東自治会
百目木公園管理組合 平川いきいきサポート 八ツ手Ｇ
シルバー寄合所「きらく」 健康麻雀あじさい
長浦マンドリンアンサンブル 日産化学工業（株） ゆうしん会
（株）メディアサイトウ 神納箕和田有志 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 椎の木グループ
東京ドイツ村 蔵波台ポーラ 袖ケ浦福祉センター
袖ケ浦中央消防署 市民会館 袖ケ浦市役所

なんでもご相談ください。

【寄付金】
金額
（円）

㈱サンセルモ
長浦駅前
１１，
３３０
冠婚葬祭総合案内所

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
【6月～7月の心配ごと相談日】ただし、受付は15：30まで
日
時
6月20日
（木）
13：00～16：00

ADEKA労働組合

60，
000

6月27日
（木）
13：00～16：00

椎の木グループ

50,000

7月4日
（木）
13：00～16：00

㈱黒田不動産鑑定

20,000

平成３１年４月からの累計額は153,630円です。

匿名７名

日時 6月２８日
（金）13時30分～15時30分

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

日
時
7月11日
（木）
13：00～16：00
7月18日
（木）
13：00～16：00
7月25日
（木）
13：00～16：00

会
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

＊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。
＊

地域ぐるみ福祉推進標語 入選賞
ありがとう いつも声かけ うれしいな
根形小学校

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

●おしゃべりサロン「ひびき」

久保田SC

昭和・根形

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。

団体
（敬称略）

頑張ります！

るよう頑張ります！

お茶とお菓子を用意してお待ちしています。
詳細は担当の民生委員がご案内しますので、
申し込んでください。

松本一二三
三股道子 鈴木和行 石渡美紀子
上嶋晃太 角田文江 相馬政子 松崎幸子

地域づくりできるよう

ふれる地域づくりができ

蔵波地区社会福祉協議会では、高齢者同士
のコミュケーションの場としてサロンを開催
しています。日常の何気ない会話やゲームや
歌など、お茶を飲みながらのひとときをお過
ごしください。
昔懐かしい歌、レクリエーション体操、折
り紙、ヨガ体操、輪投げやゴルフ、落語、民謡、
マジック、お話しなどを用意していますので、
楽しんでいただけると思います。
会場は蔵波地区の各集会所などへ出向いていきますので、ぜひおいでください。
令和元年度は下記の予定で実施します。
6 月 6 日（木） 橘西分区協同館 9 月 5 日（木） 上蔵波自治会館
10 月 3 日（木） 今井青年館
12 月 5 日（木） 橘東青年館
1 月 16 日（木） 蔵波会館
3 月 5 日（木） 子者清水集会所

太田洋子
高橋光正

皆さんと一緒に楽しく

で、思いやりと笑顔であ

ふれあいの場「いきいきサロン」へのご案内

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手】

平岡・中富

4年生

剱持

真由

※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。

場所

老人福祉会館

問合せ ボランティアセンター

