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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）

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、福祉を「ふだんの くらしの 
しあわせ」として、「住み慣れた地域で、皆さんで一緒につくっ
ていく」ものと考えています。
　皆さんが過ごしている日常生活の中で、福祉「ふだんの くら
しの しあわせ」を意識し、考え、行動していくのが福祉教育にな
ります。

　福祉体験（車椅子体験や視覚障がい者疑似体験）では、技術や接
し方を学ぶことにより、「車椅子は難しい」、「障がい者は大変」な
どの感想を持つことがあります。福祉教育では、自ら考えることで
「他人のこと」を「自分のこと」として考える学習を行い、子どもか
ら大人まで障がいのある人もない人も、地域の中の一員として「ふ
だんの くらしの しあわせ」を増やしていくための学習を行います。

体験時の様子

どこで、学ぶことが出来るの？
　社会福祉協議会の職員・福祉ボ

ランティアが、学校、
自治会、企業などを
訪問し、ご希望のプ
ログラム内容を行
います。

福祉を学ぼうよ！！

移送サービス事業
　高齢や障がい等のため、一般の交
通機関等では外出が困難な登録会員
を対象に、ボランティアが病院などに
無償で送迎を行っています。
　運転ボランティア・付添いボランテ
ィアとして現在、60名がボランティア登録し活躍されています。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　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。
受付期間　 １月 20 日（月）～２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

フードバンクちば〈食品寄付〉に
ご協力をお願いします。

活動内容　利用者の方に、安全で安心して通院いただくために、ご家族または
ボランティアによる付添いをお願いしています。

　　　　　通院等の際、車への乗り降りや受付のお手伝い、お話し相手になっ
ていただく活動です。性別・資格は問いません。ただし、付添いボ
ランティアの年齢の上限は７５歳とします。

活動時間　月に１～２回程度で、平日の３～５時間程度の活動です。（ご都合の
良い日時にあわせて、コーディネーターが活動日の調整をさせて頂
きます。）

活動場所　袖ケ浦市社会福祉センターに集合し、利用者宅から医療機関等へ
の送迎です。行き先は、袖ケ浦市・木更津市・市原市です。

付添いボランティア募集 問合せ　地域支援係

長浦中学校の生徒

（アイマスク体験・車椅子体験） 根形小学校の児童
（アイマスク体験） 長浦駅前自治会の方

々
（車椅子体験）

〇�困っている人がいたら
「手伝いましょうか」
と言いたいです。

〇�普段、車椅子を見ることが
あったけど、実際に乗ってみると視線が
低くなり小さな段差でも怖く感じた。

〇�目の見えていない人は、歩くことも、物を
探すことも大変だと感じた。

〇�体験をとおして思いやりの大切さや人の
気持ちを考えることの重要さがわかりま
した。体験したことが無駄にならない
ように、これからの学校生活に活かして
いきたいです。

〇�いろいろな人の助け合いで楽しく生活で
きることがよくわかりました。

〇�友達との助け合いを忘れずに生活に活
かします。

〇�相手が不安になっている時は、ゆっくり
丁寧に説明をすることで不安を和らげる
ことがわかりました。　

参加者
からの声

内　容　 車椅子・アイマスク体験(視覚障がい者疑似体
験)・高齢者疑似体験を活用した福祉教育

受講料　無料
対象者　 10名程度以上のグループ・団体（学校や企業も

可）
その他　日時や場所は、ご相談ください

福祉教育の申込先

••••••••• •••••••••

　11月15日号に会員企業名を掲載しましたが、掲載後にご協力を頂いた企業を
随時掲載しています。地域福祉充実のため、今後ともご支援をお願いいたします。

令和元年度法人会員

企業名 ㈲袖ケ浦大黒企画

受付出来る物（例） 受付出来ない物（例）
米、パスタ、乾物、缶詰、
レトルト食品、飲料など

冷蔵・冷凍食品、生物、
青果、アルコールなど

※�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

※�開封や破損等で中身が出ている物
賞味期限が受付日から２ヵ月未満
の物など

※「フードバンクちば」は、個人や企業から食料品を寄付していただ
き、生活に困っている方や支援団体などへ食料品の提供を行い生
活の向上を図ることを目的として活動している団体です。
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　１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

収集ボランティア

○根形中学校
　ペットボトルキャップ…98.3㎏

○東京ガス（株）袖ケ浦ＬＮＧ基地
　東京ガス労働組合エネルギー
　　生産本部支部袖ケ浦連絡会
　東京ガス（株）袖ケ浦ＬＮＧ基地
　　安全衛生協力会
　ペットボトルキャップ…67.2㎏
　古切手…873ｇ

ご協力ありがとうございました

　傾聴ボランティアに関わっている方が集まって、体験談、活動についての悩み
や喜びを語り合い、傾聴ボランティア同士のつながりを深める交流会を開催します。
　活動はしていないけれど、興味関心のある方もぜひご参加ください。
　参加希望される方は、必ず事前にお申込みください。
日　時：２月２６日（水）13 時３０分～ 15 時３０分
場　所：社会福祉センター　大会議室（袖ケ浦公園前）
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興味、関心の
ある方

定　員：２０名　　参加費：無料
申込期限：２月２０日（木）まで
申込・問合せ：ボランティアセンター

傾聴ボランティア交流会

      

　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
1月16日（木）

13時～16時
・市役所
・長浦行政センター

1月23日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

1月30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

日　　時 会　　場
2月6日（木）

13時～16時
・平川行政センター
・長浦行政センター

2月13日（木）
13時～16時

・市役所
・長浦行政センター

2月20日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

2月27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

【1月～2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。

　中富地区社会福祉協議会では、年に1回事業推
進委員を対象とした視察研修を行っております。
　令和元年度においては、今秋、甚大な被害を受
けた台風15号・19号の経験から、東京都墨田区本
所防災館で防災に関する講習を受講しました。
　日頃より防災意識を高め、地域の支援につなが
るよう、委員一同、研鑽に努めました。

中富地区社協事業推進委員視察研修

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
中富地区

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

【ペットボトルキャップ、古切手】（順不同・敬称略）

＊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１2月１日～１2月31日

【寄付品】
団体（敬称略） 品物

明治安田生命労働組合 雑巾250枚

これからもご協力
お願いいたします

令和元年度 第2回第２層圏域協議体会議が開催されました
　長らく災害対応で延期になっていましたが、2ヵ月遅れで開催することが
できました。今回は地域課題に取り組む方法について話し合いました。

・庭木の手入れ
・ゴミ出し
・回覧板

ヒント集をつくろう！

・会場がない
・担い手を増やす
・隣近所の関係希薄化

身近な集会場を
探してみよう !

・交通機関
・男性参加者が少ない
・おたすけ手帳の地域版

得意な人に協力依頼 !
地区の方に聞いてみよう！

生活支援体制整備事業報告

緒形松枝　小助川開光　石渡榮　荻野啓紀　
渡辺芳美　小川雅子　藤平きよ子　山本美江　
山本貴子　北村幹夫　西澤芳夫　三上石子　
川野邉彩潤　髙橋恵子　上嶋晃太　齊藤拓海

健康麻雀あじさい　ケアセンターさつき
ＧＧさつき会　長浦マンドリンアンサンブル
百目木公園管理組合　根形中学校
蔵波台若草東自治会　椎の木グループ
かずさファシリティサービス
浜宿団地里山を歩く会　神納箕和田有志　
手話サークル「めだかの会」
臨海スポーツセンター　東京ドイツ村

（株）一条工務店千葉　ひびき
更生保護女性会　千葉県社会福祉事業団　
袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所

匿名　11名

●募集内容
活動内容： 利用者様とのお話し相手、レクリエーション・脳トレゲームの補助、

日常動作の見守り、食事の準備補助・食器洗い、演芸の披露 等
募集人数：１日に、１人～５人
曜日：月曜日～木曜日、土曜日　　時間：9時～15時
　上記の中から、ご希望の日時をお選びください。短時間での参加も可能です。
利用者様と運動やお話しをしたり、楽しく参加して頂ける
方など、どなたでも大歓迎です。お気軽にお越しください。
連絡先： デイサービスホームルーム（旧ストレッチ鍼灸イ

トー整骨院）袖ケ浦市代宿88-5
☎53-8733　　携帯080-4366-4126　　担当：伊藤

「ボランティアを募集します！」

優秀賞

ありがとう  言える心が  やさしさの種 昭和小学校 4年生 松本　仁

地域ぐるみ福祉推進標語

お電話
お待ちして
います！！

引き続き
ご協力のほど
よろしく

お願いします

昭和・根形（11/26） 長浦・蔵波（11/29） 平岡・中富（11/15）

【寄付金】
団体・個人（順不同・敬称略） 金額（円）
宮石　フミエ 47,194 
鈴木　義己 27,943 
ＪＡきみつ 4,390 
根形公民館
陶芸サークル協会 11,650 

住友化学労働組合 50,000 
神納一区シニアクラブ 26,578 
たちばな会 21,800
匿名（2名） 110,000 

合　計 299,555
平成３１年４月からの累計額は1,697,658円です。

自治会誌「外野だより」が地域をつないでいます
　蔵波の外野地区（約５０世帯）では、区の情報を掲載した広報誌を年２回

発行しています。
　毎回地域の身近な情報が紹
介され、令和元年12月で92号
を数えています。
　写真は地域住民が協働で設
置した丸太のベンチの紹介記
事です。（実物は感動です！）

問合せ：地域福祉係

お宝発見!

「あなたが地域の宝物！」
住民主体の活動にご協力をください。


