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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）

敬老会を開催します
　70歳以上の方のご長寿を祝し、これからもお元気に過ごしてほしいという願いを
込め、各地区社会福祉協議会主催で敬老会を開催します。
　ご近所・お友達等お誘いあわせのうえ、ご来場ください。
　心から、お待ちしております。
対象者：70歳以上の市民の方
内　容：演芸発表や金婚（結婚50周年）記念品の贈呈、
	 抽選会など
主　催：市内の各地区社会福祉協議会

      

　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
9月12日（木）
13時00分〜16時00分

・市役所
・長浦行政センター

9月19日（木）
13時00分〜16時00分

・市役所
・平川行政センター

9月26日（木）
13時00分〜16時00分

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

日　　時 会　　場
8月22日（木）
13時00分〜16時00分

・市役所
・平川行政センター

8月29日（木）
13時00分〜16時00分

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

9月5日（木）
13時00分〜16時00分

・平川行政センター
・長浦行政センター

【8月〜9月の心配ごと相談日】ただし、受付は15時30分まで

＊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　区 開催予定日 場　所 開演時間

昭　和 9月16日（月・祝） 市民会館 12時00分～15時30分頃

長　浦 9月16日（月・祝） 長浦公民館 13時00分～15時30分頃

蔵　波 10月13日（日） 蔵波小学校 13時00分～16時00分頃

根　形 9月16日（月・祝） 根形公民館 13時00分～15時30分頃

平　岡 9月16日（月・祝） 平岡公民館 12時30分～16時00分頃

中　富 9月16日（月・祝） 平川公民館 13時00分～15時30分頃
※プログラムの進行により終了時刻は前後することがあります。

　今年度で13回目となる袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会が7月8日
（月）に木更津ゴルフクラブで盛大に開催されました。
　当日は、156名の参加をいただき、参加者の方々が、白熱したプレー
を繰り広げ、大会を盛り上げていただきました。
　プレー終了後、表彰式が行われ、中村隆実行委員長より、406,072円
を社会福祉協議会へご寄附いただきまし
た。今後、社会福祉協議会の福祉事業に役
立たせていただきます。
　参加者、実行委員の皆様並びにゴルフ場
関係者の皆様にご協力を賜り、誠にありが
とうございました。

　地域福祉フェスタは、市民の皆さんに「福祉」を知っていただくために
開催するお祭りです。会場内で子どもや高齢者、障がい者の安全確保、交
通整理の為に交通誘導ボランティアを必要としています。
　個人、団体での申込み大歓迎です！
〜イベント内容〜
　〇社会福祉協議会会長表彰、地域ぐるみ福祉推進標語入賞者への表彰
　〇各団体発表（吹奏楽の演奏、福祉団体のダンスや合唱など）
　〇展示・体験（福祉関係団体PRブース、スナッグゴルフ体験など）
　〇模擬店販売（やきそば、フランクフルト、綿あめ、ポップコーンなど）
期　日：11月17日（日）　時　間：9時50分頃～14時00分頃
場　所：長浦公民館（蔵波513-1）	内　容：交通誘導
募集人数：10名程度　　その他：昼食の準備をさせて頂きます。
申込・問合せ：ボランティアセンター

第１３回袖ケ浦市
福祉チャリティーゴルフ大会を開催しました

地域福祉フェスタ 交通誘導ボランティア募集

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
なんでもご相談ください。

【ペットボトルキャップ、古切手】（順不同・敬称略）

日詰洋子　髙橋俊幸　窪田葵
石渡美紀子　西澤光　平井和夫
内山透吾　石渡榮　上嶋那奈
袖ケ浦市更生保護女性会
長浦マンドリンアンサンブル
神納出津分区３班Ｂ　神納箕和田有志　
かずさファシリティサービス（株）
メディアサイトウ　（株）北袖商事
長浦駅前５丁目自治会　日産化学工業（株）
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　広栄化学工業（株）　
健康麻雀あじさい　平川公民館
袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所
匿名８名
＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

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。
（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）期間：令和元年7月１日～7月31日

【寄付金】
個人・団体（敬称略） 金額（円）
第15期袖ケ浦市
農業委員互助会 4,368

袖ケ浦市福祉
チャリティーゴルフ大会 406,072

袖ケ浦市ボランティア
連絡協議会 280,000

袖ケ浦落語同好会 13,500
広栄化学工業株式会社
広栄化学労働組合 30,000

匿名 15,108
合　計 749,048
平成３１年４月からの累計額は1,014,028円です。

入選賞

見守り隊  笑顔で返そう  その感しゃ 蔵波小学校 5年生 江野澤　星那
※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

平岡地区敬老会の様子

昭和地区敬老会の様子

昭和地区敬老会の様子
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　８月２３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

生活支援体制整備事業

〜着々と準備が進められる！！〜
　中富地区社会福祉協議会では、今年も来る９月１６
日に中富地区にお住まいの７０歳以上の方々を対象に、
敬老会を開催することになりました。
　参加される皆さまが、楽しく思い出に残る一日を過
ごしていただけるように会の運営を考えたり、出演者
の交渉を進めたりしています。
　「みんなで歌いましょう」のコーナーでは、アコーディオンの
演奏にあわせて、皆さんご存知の昔懐かしい歌を歌います。アコー

ディオンの美しい音色と会場の皆さん
の歌声が体育室の中に響き渡ることで
しょう。
　「敬老会に参加して楽しかった！」
「来年も参加したいな！」等の声が聞
けることを楽しみに着々と準備を進め
ている今日この頃です。

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

○○募集内容○○
期　日：8月22日（木）
会　場：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
時　間：１３時３０分～１５時（13時15分・受付開始）
対　象：市内在住の小学3年生から6年生及び中学生で防災に
	 興味関心のある方
定　員：25名(先着順)
受講料：無料
持ち物：筆記用具・飲み物
	 動きやすい服装でお越しください。
申込期限：８月19日（月）
申込・問合せ：ボランティアセンター

日　時：９月２０日（金）１３時３０分～１５時３０分まで
場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
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関心のある方
定　員：２０名　　　参加費：無料
申込期限：９月１８日（水）　　申込・問合せ：ボランティアセンター

主　催：長浦マンドリンアンサンブル　　問合せ：日笠（62-6552）

中富地区敬老会開催に向けて

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
中富地区

第２層圏域協議体会議が開催されました。

収集ボランティア

○内山透吾さん
　ペットボトルキャップ・・・1.4㎏

○日産化学工業（株）
　ペットボトルキャップ・・・10㎏

ご協力ありがとうございました

７月、市内３圏域で今年度第１回の協議体会議が開催されました。
これまで話し合われた多くの地域課題の中から、今年度取り組むテーマを話し合いました。

今後は、各圏域ごとに地域の知恵と工夫を駆使して課題解決に取り組んでいきます。
「あなたが地域の宝物！」住民主体の活動にご協力下さい。

傾聴ボランティア交流会 参加者募集

お知らせ
！！防災で学ぼう！！ あそぼう!!

夏休み子ども防災講座
“防災”ってなにするの？“防災かるた”に挑戦してみよう！

●９月２３日（月・祝）　　●１４時開演（開場１３時３０分）　　
●袖ケ浦市民会館　大ホール（袖ケ浦市坂戸市場１５６６　☎62-3135）

長浦マンドリンアンサンブル
第１４回 マンドリンコンサート

入場
無料

敬老会の主な催し物
＊ 平川中学校生徒によるブラスバンドの演奏
＊ 健康体操
＊ 和太鼓の演奏
＊ みんなで歌いましょう

昭和・根形（7/9）

担い手

見守り

庭木の
手入れ

地域情報

回覧板

地域行事
交通手段

会場確保

ゴミ

平岡・中富（7/12）長浦・蔵波（7/10）

令和元年度

日　時：9月28日（土）
	 13時00分受付、13時30分開会
場　所：長浦おかのうえ図書館
	 視聴覚室
内　容：「高齢になっても
	 自分らしく生きるために」

毎日の暮らしの中で「ちょっと
助けてくれる人がいれば」との
思いに応えてくれる市内で活動
中のグループを紹介します。

問合せ：NPO法人在宅福祉
サービス袖ケ浦ふれあい
☎64-0802
FAX60-8553

第18回地域福祉を
考える集い

ＮＰＯ法人在宅福祉サービス
袖ケ浦ふれあい30周年記念

入場無料 手話通訳あり


