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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。

祝令和２年度受賞者
社会福祉功労者表彰

千葉県社会福祉協議会会長表彰


（順不同・敬称略）

○民生委員・児童委員功労
渡邉
渡邉
稲葉
髙橋

惠子
𠮷明
真理子
光正

袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰
（順不同・敬称略）
【地域福祉活動者】

○社会福祉施設・団体役職員功労
平島
多田
増田

吉隆
沙織
麻里子

袖ケ浦市内で地域福祉の推進に貢献された方々が表彰を
されました。本来であれば、永年のご功績を称えて各福祉大
会等で披露されるべきところですが、コロナ禍の影響で大会
等が中止となってしまいましたのでご紹介いたします。
多年にわたり地域福祉の向上にご尽力いただきありがとう
ございました。
今後、益々のご活躍を祈念いたします。

山﨑 みどり
手島 陽一

千葉県共同募金会会長表彰 （順不同・敬称略）
○共同募金優良地区・団体
今井３丁目なぎさ自治会
川原井砂子田分区

多田 啓三
土屋 則夫
齋 武雄

藤田 良子
菅家 まり子
浦尾 千佳

袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状
（順不同・敬称略）
【高額寄付者】
正光寺
袖ケ浦ライオンズクラブ
出光千葉陸上輸送協力会
袖ケ浦ワークスリサイクル会
日産化学株式会社袖ケ浦工場
日本燐酸株式会社
住友化学労働組合千葉支部
袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰
インタビュー

浦尾 千佳さん

「ボランティアの始めの一歩」
自分の興味のあることから
始めよう
袖ケ浦 武 道 国 際 交 流 を立 上 げて
活動したことと、
長浦公民館でやって
いる日本語教室「ピース」で日本語を
教え始めたことがボランティア活動の
一歩 を 踏み出 した きっかけになり ま
した。と話してくださったボランティ
ア活動歴 年以上の浦尾さん。
袖ケ浦市ボランティアセンターに登
録してからの活動は約６年になりま
すが、
高齢者施設での洗濯ボランティ
アや地 域の方 が 集 まるサロン
（茶話
会）
でのピアノ演奏など精力的にボラ
ンティア活動をされています。
ご主人の仕事の都合で台湾に住ん
でいた時には台湾の方々にボランティ
アで日 本 語 を 教 えていたそ うで、国
や人によって習 慣が異 なり 、
日本語
教室に参加してくれる方の反応を見
ながらどうしたら楽しんでもらえる
かを 考 え、試 行 錯 誤して教 えていた
そうです。
生徒の日本語が上達したときには
「 頑 張って教 えてよかった～ 」という
気 持 ちになりました。
「 喜びを 感じ
ることがボランティアを続けていける
原動力」になっているのかなと浦尾さ
んはおっしゃいます。
今 後のボランティア活 動について、
「 人 と話 すことも 好 きだけど、音 楽
を通じて楽しめるようにお年寄りに
寄 り 添っていきたいです 。」と話して
くださいました。
浦 尾さんのインタビューを通して、
改めてボランティアはボランティアを
する人が楽しみながら行うことが大
切なことであることを再認識させて
いただきました。
!!
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「生活福祉資金」を ご存知ですか
社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業
等により収入が減少された方（世帯）に対して資金の貸付を行っています。
また、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで、母子父子寡婦福祉
【新型コロナウイルスの影響を受けた方への貸付】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等に
緊急小口資金（特例貸付） より収入が減少され、一時的な資金が必要な方への
貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等に
総合支援資金（特例貸付） より収入が減少され、生活の立て直しが必要な方へ
の貸付

資金や日本政策金融公庫などの公的資金を借受できない方（一時的に資金が
必要な方等）を対象に、世帯の自立等を図るために貸付事業を行っています。
ご相談・お申込みの方は、必ずお電話にてお問合せ下さい。
【新型コロナウイルスの影響に関わらずお困りの方への貸付】
転宅費、小規模住宅改修費、療養費、福祉車両購入費
福祉資金
等の貸付
教育支援資金

高等学校や専門学校、大学の教育費等の貸付

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計が難しくなった際の生活費等
の貸付

総合支援資金

失業等により、日常生活の維持が難しくなった世帯
に対しての生活費等の貸付

不動産担保型生活資金

居住用不動産を有し、その居住に住み続けることを
希望する高齢者に対して、その不動産を担保にした
生活費の貸付

※貸付には条件があります。

問合せ：地域福祉係

※貸付には条件があります。

「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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2020年（令和2年）12月15日

あつ ボランティア
まれ
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

移送サービスボランティア交流会
参加者募集！！

今回の交流会では、｢コロナウイルス感染予防について｣をテーマに勉強
会を開催します。その後、ボランティア同士の情報交換や体験談について語
り合い交流を深めたいと思います。移送サービスボランティアに興味関心が
ある方も是非この機会にご参加ください。
日 時：令和3年1月20日（水）
10時～11時30分
場 所：社会福祉センター（袖ケ浦公園前） 大会議室
対 象：移送サービスボランティアとして活動している方
移送サービスボランティアに関心のある方
内 容：｢ボランティア活動を行うにあたってのコロナウイルス感染予防に
ついて｣をテーマにした勉強会及び、移送サービスボランティア同
士の情報交換や意見交換
定 員：10名（先着順）
その他：マスク着用にてご参加ください
申込期限：12月28日（月）
申込・問合せ：地域支援係

長浦地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
長浦地区社会福祉協議会の事業紹介！
人生には、
「上り坂」
「下り坂」
「真坂（まさか）」の3坂があると言われています。
我々にとって、今が「コロナ禍」の「真坂」ではないでしょうか？
この環境下、民生児童委員活動、社協活動を委員、部員の方の献身的な奉仕活
動で展開しています。
見守り訪問事業（見守り隊）は、現在15名で52世帯をカバーしています。今年は
4月以降、5月を除いて毎月訪問し、一人住まいの高齢者の暮らしや健康状況など
を直接確認してきました。
次に、サロン活動です。4〜6月は中止しましたが、7月以降は再開しています。身
近なところから交流を図る活動です。
最後に広報活動ですが「なぎさ通信」は3回（5月、7月、11月）、地区社協便り（3
月、9月）を発行しています。
どの活動も事前体温測定、マスク、ソーシャルディスタンス、換気等は徹底してい
ます。尚、お花見昼食会、敬老会、バスツアーは残念ですが今年は中止となりました。

移送サービスボランティアとは･･･
自車及び公共交通機関等で病院などに行く事が難しい高齢者や障がいを持って
いる方を、病院などに送迎する事業のボランティアです。

令和２年度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
（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。

期間：令和２年11月１日～11月３0日

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手等】

立元久江 安藤光江 笠原宏久 榎本ゆりの 榎本りのは
小藤田美智枝 池田真治 石渡美紀子 柳瀬芳枝
鈴木和行 前田健治 上嶋駿太
長浦マンドリンアンサンブル 健康麻雀あじさい
袖ケ浦地区更生保護女性会 いきいきサポート 袖ケ浦ふれあい
千葉県社会福祉事業団 （株）黒田不動産鑑定 千葉港栄（株）
（株）シバサキ建設 袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
袖ケ浦市役所 臨海スポーツセンター 蔵波台若草東自治会
袖ケ浦菜の花苑 カトレアンホーム 手話サークル「めだかの会」
ＳＵＮＳＭＩ
ＬＥプロジェクト 平岡公民館
日産化学（株）袖ケ浦工場 のぞみ野POLASUNRISE
神納箕和田有志 かずさファシリティサービス（株）
デイサービスおとの里 シルバー寄合所「きらく」
株式会社片山組

【寄付金】

団体・個人
（円）
（順不同・敬称略） 金額
千葉港栄㈱
1,925
花田 勝
10,000
匿名（2件）
302,000
合 計
313,925

オカリナ演奏
生活支援体制整備事業

薬剤師によるお薬の話

～高齢者が暮らしやすい地域づくりのために～

あなたもコロナ禍での
“つながり”を考えてみませんか？



社会福祉法人全国社会福祉協議会をはじめとした１１の主唱団体が下記のサイト
でコロナ禍における全国の取組事例を紹介しています。
また公益財団法人さわやか福祉財団発行の“さぁ言おう”では、奈良県生駒市の集
会場に木を描いた大きなイラストボードを設置し、従来実施していた体操やカフェ
の時間に合わせて訪れた方が、直筆文字の花びらシールを貼ることで会えない相
手を思いやる取り組みが紹介されています。
皆さんも “つながり” 続けるためのヒントを探してみませんか？
未来の豊かな“つながり”のための全国アクション

令和２年４月からの累計額は 687,136円です。

これからもご協力
お願いいたします

https://tunagari-action.jp/

匿名 ６名

問合せ：地域福祉係

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

社会貢献型自動販売機設置場所を募集しています

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。
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頂きます。
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

有料広告主募集
市社会福祉協議会の
広報紙に掲載する有
料広告を募集してい
ます。
問合せ：庶務係

58.5mm

広報紙「社協だより」は毎月15
日に19,250部発行され、市内

40mm

の新聞折込みや公民館等で配布
されています。本紙のスペース
（横58.5㎜×縦40㎜）、価格は
5,000円です。

令和２年度法人会員
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。

企業名

㈲袖ケ浦大黒企画

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。

相談は、
「予約不要」
で
「無料」
です。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。
※感染症対策のため会場を変更していますので、来場の際ご注意ください。

相談にお越しの方へ感染症対策のご協力をお願い致します。
・２週間以内に発熱、咳やノドの痛み、倦怠感や息苦しさ、嗅覚、味覚の異常など体調が優
れない場合は相談をご遠慮ください。
・新型コロナウイルスに感染している又は感染の疑いがある。また、どちらかの濃厚接触
者である場合は相談をご遠慮ください。
・相談前に検温を行い体調の確認をしています。
・マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒を行ってください。
・相談時に新型コロナウイルスの発症が確認された場合、必要に応じて保健所などの公
的機関へ相談者の連絡先等が提供される場合がありますので、ご理解ください。
【12月～1月の心配ごと相談日】 ただし、受付は15時30分まで
日

時

会

場

12月17日
（木） ・平川行政センター
13時～16時 ・市役所

・市役所
12月24日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター
1月7日
（木）
・平川行政センター
13時～16時 ・長浦行政センター

日

時

1月14日
（木）
13時～16時
1月21日
（木）
13時～16時

会

場

・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・市役所
1月28日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター

＊感染症対策のため会場を変更していますので、来場の際ご注意ください。
＊最新の情報はお問合せ又は、社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。

問合せ：地域福祉係

