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災害が発生したら

災害ボランティアセンターに
ご協力ください。

半年前の台風15号では、暴風と豪雨により、家屋やビニールハウス等に大
きな被害を受けました。
袖ケ浦市社会福祉協議会では、はじめて災害ボランティアセンターを立
上げ、多くのボランティアの協力を得て被害に遭われた方々の支援を行いま
した。
災害は、いつ・どこで起こるかわかりませんが“いつか起こる”ことだけは
確実です。今後も災害が発生した時に多くのボランティアの手助けが必要と
なります。
袖ケ浦市社会福祉協議会では、発災後、ボランティアの協力をいただきな
がら、災害ボランティアセンターの運営を行います。もしもの時は、皆さまの
ご協力をお願い致します。

募集

袖ケ浦市災害ボランティア
協力者登録制度

「袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度」は、市内で災害が発
生したときに、災害ボランティア活動を行う意思のある個人や団体を
袖ケ浦市ボランティアセンター登録していただき、いざという時に備
えるものです。
登録のできる方
・個人登録・
・
・満１５歳以上（中学生以下は不可）
・団体登録・
・
・代表者が満１５歳以上（中学生以下は不可）
登録方法
登録用紙を入手のうえ、記入して提出ください。
登録用紙入手方法
・当会ホームページ（http//www.sodegaura-shakyo.jp）から、登録
用紙をダウンロード
・社会福祉協議会（地域支援係）にご連絡いただければ、郵送します。
活動内容
・平常時
ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関する研
修会のお知らせや各種情報を提供します。
・災害時
袖ケ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターと連
絡をとりながら、ご自身の責任に基づき、災害ボランティア活動をする
かどうか判断してください。
活動をすることとした場合は、災害ボランティアセンターで受付けす
るとともに、その指示に従って活動してください。
問合せ：地域支援係

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。
期間：令和２年2月１日～2月29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。

（順不同・敬称略） 【寄付金】
【ペットボトルキャップ、古切手】

在原新造 柳瀬芳枝 濱口正義 近藤信子
齋藤澄江 石渡美紀子 上原千香子
渡部輝子 北村幹夫 石渡榮 上嶋晃太
かずさファシリティサービス（株）
みどりの風袖ケ浦
長浦マンドリンアンサンブル
ＧＧさつき会 （株）黒田不動産鑑定
蔵波台若草東自治会 長浦駅前５丁目自治会
健康麻雀あじさい 日産化学（株）
臨海スポーツセンター 袖ケ浦菜の花苑
奈良輪小学校
手話サークル「めだかの会」
袖ケ浦福祉センター更生園
（株）メディアサイトウ 平岡公民館
長浦公民館 市民会館 袖ケ浦市役所
匿名 9名

団体
（敬称略）
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HP http://www.sodegaura-shakyo.jp
ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

※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。

災害ボランティアセンター活動の流れ
総合受付

ボランティアの受付を行います。
氏名・住所・年齢・連絡先の
登録の他、資格や特技なども
記入します。

オリエン
テーション

活動を始める前に注意事項などの
説明を受けます。

マッチング

依頼された活動の中から、自分に
できる活動を選びます。
依頼内容は、炊き出しや瓦礫など
の片付け、避難所の清掃等があり
ます。

資機材

活動
帰所

訓練の様子

活動に必要な資機材や地図を
受け取ります。
現地で活動
（グループごとに活動を行います。）
こまめな休憩と水分補給を忘れずに！

使用した資機材を返却し、本日の活動内容の報告を行います。
ここで、活動は終了です。

非常持出品の準備をしていますか？
家族構成に合わせた準備が必要です。
避難時に持出し易い場所に保管してください。
季節によって中身のチェックが必要です。
非常持出品・
・
・災害発生時に最初に持ち出すもの
・懐中電灯

家族の人数分を用意する。
予備の電池も忘れずに用意してください。
・非常食、水 火を使わずに食べられる缶詰や乾パン。
水はペットボトルが便利です。
・医薬品
キズ薬や風邪薬など、常備薬のある方は用意する。
・携帯ラジオ 小型で軽いもので、電池式のものが良いでしょう。
・貴重品
現金、身分証明書、通帳、印鑑など。
ヘルメット、軍手やナイフ、着替え、ライター、ビニール袋など。
・その他
非常備蓄品・
・
・発災から復旧するまでの数日間を支えるもの
・食品、水
・燃料
・その他

レトルト食品や缶詰、栄養補助食品。
非常食や飲料水は、最低3日分の用意。
卓上コンロや固形燃料、予備のガスボンベ。
寝袋や毛布。洗面道具やタオル、
トイレットペーパーなど。

金額（円）

袖ケ浦落語同好会
7,400
公益社団法人
20,000
木更津法人会女性部会
袖ケ浦市立中央図書館 44,743
合 計
72,143

収集ボランティア

ご協力ありがとうございました
○奈良輪小学校

ペットボトルキャップ…197㎏

平成３１年４月からの累計額は1,771,488円です。

これからもご協力
お願いいたします

引き続き
ご協力のほど
よろしく
お願いします

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

「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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安心して、笑顔（すまいる）で、自立した地域生活を送るために、
日常生活自立支援事業（すまいる）で支援をしています！
！
■日常生活自立支援事業とは？
判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスが受けられない方々が、住み
慣れた地域で安心していきいきと自立した生活が過ごせるよう、福祉サービスの利
用などに関わるさまざまな相談や援助を契約に基づいてお手伝いする事業です。
■支援内容 １ 福祉サービス利用援助
お金の管理が
福祉サービスの情報等を提供します。
心配
２ 財産管理サービス
	家賃、公共料金等の支払いや金融機関で生活費等の
出し入れをします。
３ 財産保全サービス
通帳や年金証書をどこに
	預貯金通帳や各種証書な
置いたか忘れてしまう
どを貸金庫で保管します。
■対 象 者 １	袖ケ浦市内にお住まいで、高齢・障がい等により、ご自分の判断
能力や日常的な金銭管理に不安のある方
２	本事業の契約内容や事業内容が理解でき、かつ本人の意思によ
り利用申し込みをする方
■利 用 料
内容
料金
福祉サービス利用補助
財産管理サービス
財産保全サービス
年会費
交通費

法人後見事業を始めます！

■法人後見事業とは？
法人後見事業とは、成年後見制度において社会福祉法人やNPO法人などの法
人が成年後見人等（後見人・保佐人・補助人）になり、ご親族や専門職等が個人で
成年後見人等に就任した場合と同様に、本人の支援を行います。
■支援内容 １ 財産管理
	本人の預貯金や日常生活費の管理、通
帳等の保管、不動産など財産に関する
管理を行います。
２ 身上監護
	介護・福祉サービスの手続きや医療・福祉施設への入退所の手
続きなどを行います。
※医療行為への同意や身元保証人になることはできません。
■対 象 者 １ 袖ケ浦市内にお住まいの方
※詳細はお問合せください。

1時間30分未満：1,000円
（以降30分を超えるごとに500円加算）
年額：3,000円（月額：250円）
年額：3,600円（月額：300円）
30分未満 無料
30分以上1時間未満 500円
1時間以上 1,000円

■成年後見制度とは？
認知症や精神障がい・知的障がい・その他の障がいのため判断能力が不十
分な方々の日常生活や不動産・預貯金などの財産管理を本人に代わって支援
をする制度です。この制度には、既に判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に
申し立てて利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに自分で「任意
後見人」を定め、将来に備えて「任意後見契約」を「公正証書」で結んで利用
する任意後見制度があります。

日常生活自立支援事業の
生活支援員を募集しています！
！
この事業にご協力いただける方（生活支援員）を募集しています。関心の
ある方はぜひご連絡ください。
支援内容：福祉サービスの利用に関する相談、利用料の支払い手続きや生活
費の払戻し等の金融機関の窓口での手続き等
応募要件：高 齢者や障がいのある方への福祉活動に関心のある方（資格や
経験は問いません。）
※民生委員児童委員及び福祉サービス事業所等に所属している方を除きます。
※生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が指定する生活支援員
養成研修を受講していただきます。生活支援員養成研修は、
２ヶ月に１度開
催されています。詳細は、お問合せください。

問合せ：地域福祉係（直通 ６３－３８７７）

『フードバンクちば』
に食品を寄付して頂き
ありがとうございます。
寄付された食品は、
『フードバンクちば』から、福祉施設や支援団体、生活が困窮し
ている方などに配布させて頂きます。今後もご自宅で食べない食品が、ありましたら
『フードバンクちば』に食品寄付のご協力をお願いいたします。
（順不同・敬称略）

伊藤和江 中山朝子 井口清一郎 安田紀美子
椎の木グループ 真光寺 匿名11名

生活支援体制整備事業

お知らせ

「地域支え合い活動入門講座」
を
開催しています。
久保田多目的会館での開催風景

お宝発見！

地域の支え合い活動は、隣近所のちょっとした助け合
いからはじまります。
お近くの集会場等で開催ご希望の方はご連絡下さい。

個人宅も集いの場になっています。

中富地区社協（滝の口スマイルサロン）では、自宅リビ
ングを集いの場とし、地域の住民の方々が交流しています。
現在、集会所や公民館以外でも福祉施設、商業施設等の空
きスペースなどを活用し、百歳体操やサークルを行ってい
るところもあります。
（3月中の全地区社協サロンは中止）

「あなたが地域の宝物！」住民主体の活動にご協力を下さい。
申込み・問合せ：地域福祉係

地域ぐるみ福祉推進標語
優秀賞

差し出した その手にあふれる 思いやり

蔵波小学校 ６年生 竹内 志乃

入選賞

手つだうよ 荷物も心も かるくなる

長浦小学校 ４年生 遠山 宗佑

●おしゃべりサロン「ひびき」

令和2年4月1日
スタート

平岡地区

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
新たに高齢者サロンが１ヶ所立ち上がりました。
平岡地区社会福祉協議会では、人と人との
つながりが希薄になる中、地域の方が「気軽」
に来られて、交流できる場を作りたいという思
いのもと、サロンを運営しています。
令和元年６月から平川菜の花サロン（平川
公民館）を開催しております。
みんなで一緒に歌を歌ったり、
レクなどを行
い、参加いただいた方々に楽しい時間を過ご
していただいています！
上記以外にも平岡地区社協は４箇所でサロ
ンを展開しております。
野里熟年いきいきクラブ（野里会館）
サロンはなぶさ（花房平自治会館）
川原井よってけサロン（川原井第６分区集会所）
滝ケ沢さわやかサロン（滝ケ沢自治会館）
平川菜の花サロン（平川公民館）

毎週月曜日（祝を除く）
毎月第３火曜日
毎月第2水曜日
毎月第３火曜日
毎月第３金曜日

１０時～
１０時～
１０時～
１０時～
１０時～

※新 型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、3月中の全地区社協サロンは中止と
なっております。
（今後も中止延期の可能性がありますのでご了承ください。）

心配ごと相談中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の 中止となる相談日
日
時
会
場
対策としまして、社会福祉協議会ホー
・市役所
（木）
ムページ等でも周知させていただいて 3月19日
13時～16時 ・平川行政センター
おりますが、
３月中に予定されている心
・市役所
3月26日
（木）
配ごと相談を中止とさせて頂きます。
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理
解の程よろしくお願いいたします。
（状況により、中止を延長する場合があり
ますのでご了承ください。）
問合せ：地域福祉係

日時 3月27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

