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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　地域支援係

１１月１７日（日）
10：30～13：30

長浦公民館
（袖ケ浦市蔵波513-1）

第12回
袖ケ浦市地域福祉フェスタ

「あなたが 福祉の種になろう」
～ともに手をとりあい

　心豊かに生きていく～

　体験コーナー等
☆各福祉団体ブース
☆�簡単工作教室（ご家
族でどうぞ！）

☆簡単折り紙教室
☆�スナッグゴルフ（簡
単に出来ます！）
☆�おもちゃ病院袖ケ浦（壊れたおもちゃを無料修
理します。※部品代別途）
　出店
～おいしい食べ物・工芸品などもいっぱいです！～
☆やきそば　☆フランクフルト
☆わたあめ　☆焼き芋　☆おでん　
☆社会福祉施設製作品の販売…etc

問合せ：地域福祉係

①スタンプラリーの実施
　（時間：10：30～13：30）
友達、家族など一緒にスタ
ンプラリーに参加しよう！
※�福祉団体ブースや体験コーナーに行ってス
タンプを集めよう！全部スタンプが集まれ
ば景品が…貰えます！

②地域の皆さんの踊りや楽器演奏等の発表
お孫さん、ご家族、ご友人の頑張っている所
を是非！見に来てください！
③久保田保育所・桜ヶ丘幼稚園のぬり絵展示
子どもたちの将来の夢がぬり絵と一緒に書い
てあります！！
④フェスタ閉会後には…お楽しみ抽選会！！
景品はおたのしみ♡

日程�※時間は前後することがあります。
10：30～ 社会福祉協議会表彰式
11：15 開会
11：20～ 【合唱】長浦小学校
11：35～ 【演奏】白ゆり保育園
11：50～ 【踊り】千葉県社会福祉事業団　養育園
11：55～ じゃんけん大会（中学生以下が対象）
12：00～ 【踊り】東京都千葉福祉園
12：15～ 【�唄�】昭和歌声歌いたい
12：35～ 【踊り】パワーキッズ
12：45～ 【踊り】寿扇会
12：55～ じゃんけん大会�※どなたでも参加可
13：05～ 【踊り】神楽ばやし
13：15～ 【踊り】長浦エアロキッズ
13：30 閉会
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会場
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」

地域で協力して
みんなが�安心して暮らせる地域を

実現するため、市民の皆様に「ふくし」に
触れていただき、「ふくし」を知っていただく事、
また、社会福祉に功労をいただいた方々の功績を
たたえる事を目的とした福祉のお祭りが
地域福祉フェスタです！！ぜひ、ご家族、
ご友人等お誘いあわせのうえ、

ご来場ください！！

注目
ポイント！！

昨年の根形保育所発表

昨年の大空保育園発表

閉会後、お楽しみ抽選会！！

　台風15号により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
袖ケ浦市社会福祉協議会では、9月14日（土）より“災害ボランティアセン
ター”を開設しています。
　災害ボランティアセンターでは、支援物資の配布、炊き出しのお手伝い
や瓦礫の撤去、家具や畳の移動など支援を行ってきました。
　これまでに、71件　延べ 310 名（10月 6日（日）終了時点）のボランティ
アの方々に支援活動に参加いただきました。ボランティアの皆さん、ご協
力ありがとうございます。

台風15号によるお困りごとがある方は…
お困りごとの受付は　9：00〜16：00まで
来所・電話のどちらかでボランティアセンターへご連絡ください。
◎営利行為や政治的・宗教的活動、ボランティアセンターが危険と判断した作
業など、ご要望にお応えできない場合もあります。ご了承ください。
（お受けすることのできない主な依頼内容）
　災害に起因しないボランティア活動
　倒木の移動など人力で動かすことのできない作業
　高所での作業や重機等を使用する作業　　など

９月１４日(土)より袖ケ浦市
災害ボランティアセンターを開設しました。

ボランティア送り出し ボランティア活動風景

ボランティア活動風景 ボランティア活動風景
袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　10月２５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

　歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「つながり�ささえあう�みんなの
地域づくり」をスローガンに、地域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会福祉
関係者の協力を得て、生活困難世帯・ひとり親世帯を支援するものです。

地域歳末たすけあい事業

助成対象事業　次のすべてに該当する事業
・12月1日～１月31日に市内で行うもの
・�高齢者や障がい者、生活困難の方、子育て中の親子を支援した
り、その支援の必要性について住民の理解を広げるもの、また
は自らが抱える生活課題の解決に向けて活動するもの
・誰もが参加できる事業
・政治・宗教活動、営利を目的としていない事業
対　象　市内に住所を有する次のいずれかの団体または個人
・�障がい者や高齢者、子育て中の親子などを支援する団体など
（NPO、ボランティア団体、個人等）
・障がい者などの当事者団体
※�共同募金配分金による助成を受けている団体は対象外となり
ます。

助成額　1万円～3万円（参加人数により異なります）
申請期限　11月13日（水）まで
問合せ：地域福祉係

住民参加による地域福祉活動を支援します見舞金の申請を受け付けます

　生活困難世帯は、生活保護基準額の
おおむね1.5倍の収入を目安とします。
　なお、生活保護受給世帯は対象外です。
※�申請時に生活状況を確認しますので、
ご了承ください。
申�請方法　本人からの申請が必要です。
詳細は、担当地区の民生委員児童委
員にご相談ください。

民生委員への申請期間
　10月15日（火）～11月11日（月）

生活困難世帯たすけあい見舞金
　対象のひとり親世帯は、児童扶養手
当を受給している世帯です。
申�請方法　対象の方に届く児童扶養
手当証書に、たすけあい見舞金の申
請書を同封しますので、同封の案内
を確認し、申請してください。

申請期限　11月14日(木)まで
▶�対象と思われる世帯で、10月中に児
童扶養手当証書が届かない場合は、
お問い合わせください。

ひとり親世帯たすけあい見舞金

　昭和地区社会福祉協議会では、年齢を
問わず、地域住民の皆様が交流できる場
所を作りたいという思いのもと、「サロン
いきすこ」を開催しております。
　内容は、毎回異なりますが、レクリエー
ション、演芸鑑賞、茶話会等を参加者みん
なで楽しみ交流を深めております。
　予約などは必要ありませんのでお気軽にご参加ください。

「サロンいきすこ」ご存知ですか！？

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
昭和地区

会　場：（奈良輪会館）毎月第1木曜日　10時〜11時30分頃まで
（市民会館　フリースペース）毎月第3木曜日

10時〜11時30分頃まで
（まきば台　吉村様宅）毎月第4木曜日　10時〜11時30分頃まで

参加費：100円（茶菓子代として）
※開催日については、変更になるこ
ともありますので、初めてお越しい
ただく際は、地域福祉係までお問い
合わせください。

      

　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
10月17日（木）

13時～16時
・市役所
・平川行政センター

10月24日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

11月7日（木）
13時～16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

日　　時 会　　場
11月14日（木）

13時～16時
・市役所
・長浦行政センター

11月21日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

11月28日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

【10月～11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。＊

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）

菅友代　高橋光正　八里凜乃　山本雅子
植田莉子　大田心晴　星野菫　鈴木快空
三井基子　石渡榮　小倉信行　鈴木和行
野村喜代子　石渡美紀子　松崎幸子　櫻山紀子　　

長浦マンドリンアンサンブル
袖ケ浦市更生保護女性会　袖ケ浦ふれあい
かずさファミリティサービス（株）
蔵波台若草東自治会　平川公民館
尾張屋横田店　（有）津田工務店
日産化学株式会社　いきいきサポート
東京ドイツ村　高橋理容室　神納箕和田有志
椎の木グループ　（株）メディアサイトウ

匿名３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9月１日～9月30日

【寄付金】
団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦ライオンズクラブ 100,000
正光寺 100,000
鈴木　芳枝 10,000

合　計 210,000
平成３１年４月からの累計額は1,274,028円です。

入選賞

ボランティア　いつも見守り　ありがとう
長浦小学校 6年生 氏家　琉輝※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

会　場：長浦おかのうえ図書館　3階大会議室
対　象：〇市内で下記の活動を行っている団体

・健康増進・介護予防の活動を行っている団体
・高齢者等の生活支援の活動を行っている団体
・高齢者等のサロン等、交流会活動を行っている団体
〇市内在勤または在住で次に該当する方
・サークル活動等を行っている方
・地域での助け合いの活動に興味がある方

内　容：たすけあい団体間の情報交換・活動に関する意見交換　他
申込・問合せ：地域福祉係（締切10月23日）

地域支え合い団体交流会

１３：３０～１５：３０
先着4０名

～近所のカフェのようなリラックスした
雰囲気の中で気軽におしゃべり～

令和元年度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
ご協力ください。参加費無料

10月

30日（水）

これからもご協力
お願いいたします

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
（令和元年9月1日～9月30日）

団体名 金額
袖ケ浦市音楽協会ガウラコンサートVol.12 28,472

合　計 28,472
※社会福祉法人千葉県共同募金会袖ケ浦市支会受付累計額28,472円です。

　シニアクラブ連合会は高齢者の「生きがい・健康・仲間づくり」のため、
同世代で支えあい「より良い地域づくり」を目指し日々活動しています。
　仲間と一緒にスポーツ等を楽しんだり、美化活動など地域貢献を行ったり、
楽しい時間を過ごしてみませんか。お気軽にお問合せください。

新規会員大募集中！クラブ
シニア

問合せ：地域福祉係


