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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。

袖ケ浦市社会福祉協議会は、
「市民皆が支えあい、一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまち」を目指して、さまざまな
福祉サービスを行っています。事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根共同募金配分金、補助金に加えて、市
政協力員を通じて皆様にお願いしております会費や事業所様からの法人会費を財源としています。地域福祉充実のため、今
～令和元年度法人会員の皆様です～ <50音順>11月1日現在 後ともご支援をお願いいたします。

地域福祉事業にご協力ありがとうございます

（医）
㈱袖ケ浦自動車教習所
㈲栗原鐵工所
夢仁会 中村歯科医院
袖ケ浦フォレストレースウェイ
㈲京葉ゴム商会
明和興産㈱東京ドイツ村事業部
（福）
㈲袖ケ浦無線
㈲ケー・ケー・エス商会
恵 福祉会 長浦保育園
㈲大昌
㈲広域処理
㈱メディアサイトウ
㈱メラマック千葉営業所
大成印刷
コスモ測量設計㈱
㈲柳川建設
ダイドードリンコ㈱
㈲小平車輌
㈲山本溶工
（福）
いずみ会 袖ケ浦学園
㈱谷元電機
寿食堂
（福）
佑啓会ふる里学舎蔵波
㈱井上造園
（福）
千葉県社会福祉事業団
㈲小林建設土木
㈲ライフサポート彩輝
ヴェオリア・ジェネッツ㈱袖ケ浦営業所 ㈲近藤コンクリート
千葉信用金庫 袖ヶ浦支店
㈲渡辺産業
㈱上野工業所
千葉トヨペット㈱袖ヶ浦店
㈲近藤電設
㈲渡辺鉄工
㈱江戸川バルブ・プロテクション
（福）
千葉緑化建設㈱
さつき会
介護老人保健施設カトレアンホーム デイサービスセンターすずらん
北袖工場連絡協議会
NPO法人ぽぴあ
（福）
さつき会 特別養護老人ホーム
㈱エノモト防災工業
東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱ 住友化学㈱千葉工場
袖ケ浦菜の花苑
新日化エポキシ製造㈱千葉工場
㈲エムコ食品
東京湾カントリークラブ
三育フーズ㈱
㈱千葉サンソセンター袖ケ浦工場
㈱東日産業
㈲大岩商店
㈲サンイチ商事
チヨダウーテ㈱千葉工場
㈲トップシステム
㈱大久保
三久交通㈲
日本燐酸㈱
（福）
㈲内藤電機
大久保学園 代宿地域支援センター
三洋コンクリート工業㈱袖ケ浦工場
エア・ウォーター・ハイドロ㈱袖ケ浦工場
長浦設備㈱
大袖興業㈱
（福）
四恩会 昭和保育園
吉野石膏㈱千葉第一工場
岡本化学工業㈱
㈲長浦葬儀社
（福）
慈協会 サニーヒル
富士石油㈱袖ケ浦製油所
㈲小倉建設
日誠金属㈱千葉工場
㈱シバサキ建設
日産化学㈱袖ケ浦工場
㈱のうえんプランニング
小澤商事㈱
芝﨑商事㈱
袖ケ浦宇部生コンクリート工場
片倉コープアグリ㈱千葉工場
㈲橋立管工
㈱清水商会
小野石油㈱
広栄化学工業㈱千葉工場
㈲藩家興業
社会医療法人社団さつき会
㈱片山組
JXTGエネルギー㈱袖ケ浦事業所
（福）
柊の郷
上総
袖ケ浦さつき台病院
加藤工業㈲
東邦化学工業㈱千葉工場
美容室アン
シャトレーゼ袖ヶ浦店
㈲加登栄
㈱ＡＤＥＫＡ千葉工場
ヒラノ商事㈱木更津営業所
傷友環境㈲
金生警備保障㈱
日本メジフィジックス㈱
㈲藤井塗装工業
㈱親和
金田漁業協同組合
藤田観光㈱カメリアヒルズカントリークラブ ＳＰＥＣＴ事業部千葉工場
㈲親和商店
住化カラー㈱生産本部千葉工場
㈱環境コントロールセンター
㈱プラス・シー
（福）
瑞光会
DIC EP㈱袖ケ浦工場
木更津・袖ケ浦遊技業組合
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
文具 シマムラ
㈱東京湾物流
㈱木更津ゴルフ倶楽部
房総タクシー㈱
㈱鈴木住宅設備
中袖工場連絡協議会
木更津三菱自動車販売㈱袖ケ浦店 ㈱すずとみフーズ
星野光春保険事務所
出光バルクターミナル㈱
（福）
嬉泉
増栄産業㈱
㈱スミレ調剤薬局
エコシステム千葉㈱
㈱北袖商事
㈲設備保全センター
松井税理士事務所
東京ガス㈱袖ケ浦LNG基地
君津市農業協同組合
袖ヶ浦医院
丸栄産業㈱
㈱ＪＥＲＡ袖ケ浦火力発電所
君津信用組合袖ケ浦支店
㈲袖ケ浦ガス
三井化学サンアロイ㈱
㈱君津メデカルサービス
東京酸素窒素㈱
（福）
みどりの風
袖ケ浦企業㈱
㈱協同建設
㈲峯下モータース
㈱袖ケ浦クリーンアップ
東亜建設工業㈱千葉支店
㈲葛田園芸
㈱ムサシ
袖ヶ浦興産㈱
㈱荏原製作所袖ケ浦事業所

㈲アーク
㈱アーバンホーム
あいおい開発㈱
㈱我妻建設
㈲飯島設備
㈲憩

第１２回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
地域福祉フェスタは、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を目的にした「ふくし」のお祭りです!!
当日は、地域の皆さんの踊りや楽器演奏等の発表、福祉関係団体等のPRブー
ス、会場内を探検するスタンプラリー、親子簡単工作コーナーなど、世代を問わ
ず誰もが楽しめるイベントになっています!!
ご家族、ご近所、お友達など、お誘いあわせのうえ、ご来場ください!!
フェスタ閉会後には、おたのしみ抽選会もあります!!お楽しみに!!
日 時：11月17日（日）10時30分～13時30分（予定）
場 所：長浦公民館（袖ケ浦市蔵波513-1）
内 容：
【メイン会場】
◎地域の各団体の演芸（楽器演奏・ダンスなど）、
長浦小学校による合唱、じゃんけん大会、お楽しみ抽選会…etc
◎社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈、地域ぐるみ福祉推進標語入選者への表彰
【体験コーナー等】
◎福祉関係団体PRブース、会場内スタンプラリー、保育所・幼稚園のぬり絵
展示、スナッグゴルフ体験、簡単工作教室…etc
【模擬店】
◎やきそば、揚げぱん、フランクフルト、わたあめ、焼き芋、おでん
社会福祉施設製作の作品販売もあります!!
出 演：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会（白ゆり保育園、東京都千葉福祉園、
千葉県社会福祉事業団 養育園）、長浦小学校、パワーキッズ、エアロ
キッズ、代宿太鼓保存会、袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
主 催：第12回袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会
社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会
問合せ：地域福祉係

富士石油㈱袖ケ浦製油所
旭化成㈱製造統括本部
川崎製造所千葉工場
コトブキテクレックス㈱千葉本社工場
三井化学㈱袖ケ浦センター
南袖工場連絡協議会
安倍川開発㈱
東京支店奈良輪骨材センター
小湊造船㈱
㈱トクヤマ
吉野石膏㈱千葉第二工場
㈱横河システム建築千葉工場
㈱巴コーポレーション千葉事業所
㈱シミズオクト千葉スタジオ
㈱ダイセキ千葉事業所
日鉄鉱業㈱袖ケ浦物流センター
㈱サニックス袖ケ浦工場
㈲鈴木安太郎商店千葉冷蔵センター
五栄土木㈱袖ケ浦事業所
㈱ナコード袖ケ浦リサイクルセンター
㈱ダイトーコーポレーション
南袖物流ターミナル
椎の森工業団地連絡協議会
旭国際テクネイオン㈱
燕化学工業㈱袖ケ浦工場
住化ロジスティクス㈱椎の森物流センター
㈱トーショー千葉支店
アモンケミカル㈱袖ケ浦事業所
㈱タニイ千葉事業所
㈱リプラス本社・袖ケ浦工場
㈱巴商会千葉営業所
昭和アステック㈱
アステック椎の森センター
㈱ニッペコ千葉工場
田中貴金属工業㈱
化学・回収カンパニー袖ケ浦工場
㈱サニクリーン東京生産本部千葉工場
令和元年度法人会員は現在も
引き続き募集しております。

令和元年度障がいのある方々が集う会

障がいのある方々が集う会は、希望や悩みを語り合い、更に交流を深めるとと
もに自立と社会参加意欲の高揚を図るために開催致します。是非ご参加ください。
日 時：令和2年1月21日（火）10時30分～14時
場 所：老人福祉会館（袖ケ浦公園内）
対 象：市内在住で身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、それに準ずる方
内 容：参加者全員での体操、ゲームやカラオケなどのレクリエーション など
参加者：300円（昼食付）
主 催：袖ケ浦市社会福祉協議会
申込期限：12月12日（木）
申込方法：①聴覚障害者協会、手をつなぐ育成会に加入している方は各会宛に
お申込みください。
②各会に加入されていない方は市社会福祉協議会までお申込ください。
その他：市バスで巡回送迎します。詳細はお問合せください。参加者が50名を超えた
場合は午前午後の2部制で行う等調整させて頂くことがありますのでご了承
ください。
問合せ：地域福祉係

フードバンクちば<食品寄付>にご協力ありがとうございます。

お預かりした食品は、フードバンクちばへ郵送し、福祉施設や支援団体などへお配りします。生
活に困っている方々のために活用されています。今後とも、ご協力お願いいたします。
(令和元年９月～１０月末/順不同・敬称略)
井口清一郎 中山朝子 廣橋巌 武藤ゆみ子 日産化学株式会社 椎の木グループ
浜宿団地自治会 曹洞宗真光寺
匿名１２名

地域ぐるみ福祉推進標語
にこにこと 笑顔あふれる 袖ケ浦
登下校 ぼくらを見守る 地域の目

入選賞

長浦小学校 6年生 栗原

花楓

根形小学校 6年生 木村

心音

※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。

「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
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あつ ボランティア
まれ

社会貢献型自動販売機を設置

～ありがとうございました～

蔵波台自治連絡協議会様から場所を無償提供いた
だき、自動販売機を蔵波台自治会館に設置しました。
この自動販売機の売り上げの一部は本会が実施する
福祉事業の財源として活用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

音訳ボランティア入門講座

新規社会貢献型自動販売機設置場所を募集中

参加者を追加募集します！
！

袖ケ浦市社会福祉協議会の趣旨に賛同いただき、自動販売機を設置していた
だける方を募集しています。ぜひ自動販売機の設置にご協力をお願いします。
問合せ：庶務係

台風１５号及び19号の影響の為、音訳ボランティア講座の日程を
次のとおり変更しました。
令和２年１月３１日（金）
・２月１４日（金）
・２１日（金）
・２８日（金）の全４回
１０時～１２時 ３回目の午後は、
１３時より録音の体験

袖ケ浦市手をつなぐ育成会

お楽しみ会を開催します

場 所：社会福祉センター（袖ケ浦公園前）

ボランティアによる手品やビンゴなどを
企画しています。
日 時：12月8日（日）10時30分〜13時30分
場 所：老人福祉会館 大広間（袖ケ浦公園内）
参加費：800円（昼食代）
※参加希望者は、市内在住の障がい者（児）と付添者でお願いします
申込期日：11月30日（土）
申込先：袖ケ浦市手をつなぐ育成会 ☎62-0332（代表：山田）

内 容：音訳に関する基礎知識・技術を学びます。
実際に「広報そでがうら」の音訳も体験します。
対象者：市内在住又は在勤の方で、音訳ボランティアに
興味・関心があり、受講後活動の意志がある方。
追加募集：２０名（先着順）

受講料：無料

持ち物：筆記用具
締 切：令和2年1月20日（月）

生活支援体制整備事業

申込・問合せ：ボランティアセンター
＊すでに申込みを頂いている方については、再申込みの必要はありません。

お知らせ

今回の災害では、身近な地域の支え合いがあらためて注目
されています。
平川地区の小路第2区では、10月20日（日）「台風災害に
関する区民の意見交換会」が区の公会堂で開催されました。
出席者からは、個人の備えや近所の支援、当時の民生委員や
区役員さんの活動の様子、各避難所の様子等をうかがうこと
ができました。
過去の大震災では、災害をきっかけに地縁組織の「助け合
い活動」が活発化した事例があります。当事業は、地域の支
え合い活動の啓発・多様な関係団体の情報共有・連携・協働
を目指しています。
自治会や近所の仲間、公民館サークル等の集まりの場で、
この事業について生活支援コーディネーターがご説明にうか
がいます。ぜひご活用下さい。

蔵波地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
ことし最後の「木曜ふれあいサロン」
です
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
開いています。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
をお楽しみください。
昔懐かしい歌、レクレーション体操やゲーム、折り紙、ヨガ体操、輪投げやゴルフ、
落語、民謡、マジック、お話しなどをその都度用意していますので、楽しんでいただ
けると思います。また、誕生月にあたる人はお祝い品があります。
日 時：毎月第４木曜日 13 時から 15 時頃まで
（稀に変わることがあります）
11 月は 28 日（木）です。
場 所：蔵波台自治会館 大会議室
参加費：100 円
問合せ：地域福祉係

募集中
レクレーション体操

予約や申し込みなどは不要です。
お茶とお菓子を用意してお待ちしています。
ふらっと立ち寄ってみてください。

地域の「支え合い活動」を
考えてみませんか？

袖ケ浦市「おたすけ手帳」への
掲載情報をお知らせ下さい。

最近「手帳が役に立った」という声が寄せられています。
現在配布されている「おたすけ手帳」を更に皆さんに役立
てていただけるよう、新しい情報を募集しています。
お気軽にお問合せ下さい。

「あなたが地域の宝物！」
住民主体の活動にご協力下さい。

マジック

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。

申込・問合せ：地域福祉係

期間：令和元年10月１日～10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。

１人で悩んでいませんか？？

（順不同・敬称略） 【寄付金】
【ペットボトルキャップ、古切手】
上嶋那奈 石渡榮 向井佑子 角田文江
露﨑よし江 西澤芳夫 金子テル子 立元明美
北村幹夫 鈴木恒夫 石渡美紀子 柳瀬芳枝
池田真治 赤松義雄 増田愛
蔵波台つくも会 あいおいニッセイ同和損害保険㈱
百目木公園管理組合 長浦マンドリンアンサンブル
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 ㈲サイトー 蔵波台若草東自治会
ＰＯＬＡ ＳＵＮ Ｒ
Ｉ
ＳＥ ㈱片山組 神納箕和田有志
尾張屋横田店 関自動車 絲友会
長浦駅前５丁目自治会 出津分区３班Ｂ
さつき台病院 東京ドイツ村 日産化学㈱
東京都千葉福祉園 シルバー寄合所「きらく」
池田農園 健康麻雀あじさい 光和建設
住友化学労働組合千葉支部 平川保育所
袖ケ浦福祉センター更生園
地域包括支援ながうらサブセンター 袖ケ浦市役所

団体・個人
（敬称略）
袖ケ浦電業会
昭和32年村立
長浦中学校卒業生一同
匿名
合

計

「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

金額
（円）

なんでもご相談ください。

10,000

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

6,024
10,000
26,024

【11月～12月の心配ごと相談日】ただし、受付は15時30分まで
日

平成３１年４月からの累計額は1,300,052円です。

【寄付品】

団体
（敬称略）

●おしゃべりサロン「ひびき」

会

場

・市役所

品物

千代田化工建設株式会社 長ぐつ45足

日

時

会

・市役所
12月19日
（木）
13時～16時 ・平川行政センター

・平川行政センター
12月5日
（木）
13時～16時 ・長浦行政センター

12月26日
（木）
・平川行政センター
13時～16時

・市役所

・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。
＊

日時 １１月２２日
（金）13時30分～15時30分

場

・市役所
12月12日
（木）
13時～16時 ・長浦行政センター

11月28日
（木）
・平川行政センター
13時～16時

・長浦行政センター

匿名 ４名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

時

・市役所
11月21日
（木）
13時～16時 ・平川行政センター

場所

老人福祉会館

問合せ ボランティアセンター

