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平岡地区社会福祉協議会では、
「名幸ヶ丘子育てサロン」を開催しています。このサロンは「屋根付きの公園」
のようなものです。絵本やおもちゃ（毎回消毒）などがあり、子どもが自由に遊べて、お母さんやお父さん、お
じいちゃんやおばあちゃんも一緒におしゃべりなどができる「ほっと一息つける居場所」です。保育園や幼稚
園に入園前の子ども達、どうぞ「子育てサロン」にお越し下さい。子ども達が、自由に楽しく遊び、お母さん
やおばあちゃんが一緒に子育てのお話が出来る場所を目指し、スタッフ一同取り組んでいます。
「子育てサロン」今後の予定
●日

時 8月を除く第2木曜日（平成23年度は、11月も休止）
平成23年 4月14日（木）
・5月12日（木）
・6月9日（木）
・7月14日（木）
9月8日（木）
・10月13日（木）
・12月8日（木）
平成24年 1月12日（木）
・2月9日（木）
・3月8日（木）
午前10時〜正午まで（時間内であれば、好きな時間に入退出できます。）
●場 所 平岡公民館 2階視聴覚室
●対 象 乳幼児（0歳〜5歳）
＊保護者と一緒の参加になります。
●参加費 無料
●内 容 子育てに関する専門職のお話や親子遊
び、手遊び等を企画しております。
●その他 事前の申込みは必要ありません。
当日、平岡公民館まで直接お越し下さい。
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子育てサロン
子育てサロン
子育てサロン ボ ラ ン テ ィ ア 募 集
子育てサロン
☆お手伝いして頂く時間と場所
☆お手伝いして頂く内容
・8月と11月を除く毎月第2木
・お子さんの見守り活動
曜日
・午前9時15分〜午後12時30分
年間10回のうち
・平岡公民館2階視聴覚室
何回でも大歓迎です。
（場所：袖ケ浦市野里1563）
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子育てサロンの日（第2木曜日）
に開設されています。
●時間 午前10時〜午後3時
●場所 平岡公民館 1階会議室
問合せ

※部屋が変更になる場合がありま
す。
●費用 無料（部品代等は実費と
なります。
）

袖ケ浦市社会福祉協議会
平 岡 地 区 社 協 担 当

163-3888
FAX63-0825

「声の広報紙」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、声の広報紙を作成し、無料で貸し出しています。
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会 163-3888
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第16回
ボランティアチャリティーショーのお知らせ
第16回ボランティアチャリティーショーのお知らせ
第16回
ボランティアチャリティーショーのお知らせ
日

時 4月24日（日）
後 援
午前9時50分〜午後3時30分
場 所 袖ケ浦市民会館 大ホール
問合せ
内 容 ボランティアによる歌、踊り等
★お楽しみ抽選会もあります。
入場券 1,000円
（収益金の一部を社会福祉協議会に寄付します。
）
※入場券は下記問合せ先にて販売中。
当日券もあります。
主 催 袖ケ浦市ボランティア連絡協議会

みんなで支える地域の子育て

袖ケ浦市社会福祉協議会・袖ケ浦市・袖ケ浦市
教育委員会
袖ケ浦市ボラ
ンティア連絡協
議会事務局（袖
ケ浦市ボラン
ティアセンター
内）
163-3988

ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンター

事業を開始してから2年目に入り、登録会員数は150名
（2月28日現在）を突破しました。この事業は、お子さん
を預けたい方（利用会員）とお子さんを預かることができ
る方（提供会員）が会員登録をし、お子さんを預けたり、
預かったりしております。
利用会員・提供会員がともに交流を深める行事も企画し
ています。
会員の種類
・利用会員 市内在住もしくは在勤で生後6ヶ月〜小学生
までのお子さんをお持ちの保護者
・提供会員 市内在住の健康な方でご自宅でお子さんを預
かることができる方

※提供会員には基礎研修会を受講していただ
きます。
・両方会員 利用会員と提供会員を兼ねる方
援助活動のお礼の金額
・月曜日〜金曜日の午前6時〜午後8時 700円／時間
それ以外の曜日・時間
900円／時間
その他、実費は別途ご負担いただきます。
入会説明会・基礎研修会のご案内
平成23年度の第1回基礎研修会は5月中旬を予定してお
ります。
また、ファミリーサポートセンターでは、随時個別の入
会説明を受け付けています。電話でご連絡のうえお越しく
ださい。
ファミリーサポートセンター
場

所 袖ケ浦市三ツ作855番地2
（旧JA根形支店2階）
さあいっしょにいこう

電話・Fax （64）3 1 1 5
開 業 時 間 午前9時〜午後5時
（月曜・祝日・年末年始休業）

ファミリーサポート
センター・イメージキャ
社協常務より
社協常務より
記念品を贈呈
記念品を贈呈
ラクター名への多数のご応
募、ありがとうございました。
ファミサポ会員による人気投票を行い、キャラクター
名は市内在住の鶴岡美保子さんからご応募いただいた
「愛サポちゃん」に決定いたしました。
「家族の愛、地域の愛が子育てを頑張る家庭を応援し
ているよ！というメッセージを込めました。」と鶴岡さ
ん。
ニワトリとひよこを包んでいる稲穂は、一粒のお米か
ら新しいたくさんの稲が育つことをあらわしています。
ファミリーサポートセンター事業を通じて得られた新し
い出会いが、豊かに実っていくことを願っています。
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託児スペースも
ございます。
お気軽にお立ち寄り
ください！

そでがうらし社協だよりは、皆さまの会費で発行しております。
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根形小学校ボランティア委員会の児童14名と先生が、社会福祉協議会にペットボトルキャップなどを届けてく
ださいました！寒空の下、みんなでリアカーを押しながら、歩いて社会福祉センターへ。全校で呼びかけ、1年間
で各家庭などから集まったペットボトルキャップ68.5kgとプルタブ55.5kgを寄贈してくださいました。
根形小学校の皆さん、ありがとうございました。

手話講習会（中級講座）
が開催されました
手話講習会が2月2日（水）から
18日（金）の間、5回にわたり開催
されました。
この講習会は、夏に行われた初級
講座を修了された方や以前習ったけ
れど、手話から遠ざかってしまった
方、独学の方などを対象に開催した
ものです。
今回は10人の方が参加され、受講
生同士で手話を教え合うなど、和気
あいあいとした雰囲気のなか、皆さん熱心に受講されてい
ました。
受講された皆さんに、講習会を通して学んだ手話を是非
地域で活かして頂ければと思います。

日常生活自立支援事業
生活支援員を募集しております！
千葉県社会福祉協議会・千葉県後見支援センターで
は、認知症高齢者や知的障がい者など日常生活におい
て判断能力に不安のある方との契約により、日常生活
における福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理
等の支援などを行い、利用者の方々が地域で安心した
生活が送れるようお手伝いをする「日常生活自立支援
事業」を行っております。
そして、実際に利用者の支援として、支援計画に基
づいて定期的に自宅を訪問し、必要に応じた福祉サー
ビスの利用援助や預貯金の出し入れ、支払い代行など
を行う人を 生活支援員 と呼びます。
応募資格：20歳以上〜概ね70歳まで
○ボランティア活動や福祉に関心を持ち、「生活支援
員」として「きみつ広域後見センター」又は、市町
村社会福祉協議会と協力して取り組んでいただける
方。
○千葉県社会福祉協議会が指定する生活支援員養成研
修を受講できる方。
（受講にあたっては1回1,000円の手当が出ます。）
※現在、民生委員児童委員やホームヘルパーとして
活動している方は除きます。

地域福祉の重要な担い手である
生活支援員 に応募してみませんか。
申込・問合せ

袖ケ浦市社会福祉協議会
163-3888
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たくさんのご寄附を
ありがとうございました
みなさまの善意を大切にし、
福祉事業に役立たせていただきます。

期間：12月〜1月（順不同）
企業・団体・氏名（敬称略）
匿名

金額（円）
32,394

袖ケ浦地区貸衣裳運営委員会

200,000
70,000

住友化学労働組合
社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院

113,258

社会福祉法人さつき会
2010そでがうら水泳大会実行委員会
井上喜義、井上久子
神納一区高齢者クラブ
かずさ「いのちの山河を観る会」

3,612
50,000
9,044
10,000

カラオケ県大会で
カラオケ県大会で
カラオケ県大会で
カラオケ県大会で
佐々木さん
（横田在住）
が優勝！
佐々木さん
（横田在住）
が優勝！
佐々木さん
（横田在住）
が優勝！
旭市いいおかユートピアセンターで1月21日、開催され
た第10回千葉県老人クラブ会員カラオケ大会で、当市シ
ニアクラブを代表して出場した佐々木高昭さん（横田在
住・中下シニアクラブ所属）が、「米山の女（ひと）」を
熱唱、見事優勝され県知事賞を獲得しました。
同大会には県内約30の市町村から64名のエントリーが
あり、約600人の聴衆を前に自
慢のノドを競い合いました。
なお、当日は当市シニア連か
ら高石会長を始め白熊（中下シ
ニアクラブ）会長や倉橋（シニ
ア連）文化部長など約10数名の
応援団も参加、熱い声援を送り
ました。

東京ガス㈱袖ケ浦工場
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

100,000

東京ガス袖ケ浦工場安全衛生協力会
まるごみ10（ワンラブ）実行委員会

22,528
5,000

匿名
三井化学労働組合

23,535

根形公民館陶芸サークル

11,000

子者清水清風会

9,976

文化協会手工芸部門

7,000
6,280

うき船
ADEKA労働組合

千葉支部

60,000

収集ボランティアにご協力
ありがとうございました
ペットボトルキャップ
使用済み切手などの寄贈
12月1日〜1月31日
根形小学校・蔵波台つくも会・絲友会・
ちばぎんVネットクラブ・昭和小学校4
年生・県営ゆうしん会・東京都千葉福祉
園・袖ケ浦菜の花苑・住化ロジスティク
ス株式会社・東京酸素窒素株式会社・メ
ディケアーやまゆり・千葉県袖ケ浦福祉
センター
下島俊子・松田トメ子・犬飼トラヨ・木
村武雄・松崎幸子・吉岡弘・中友忠・鴨
川重實・井上優也・井上愛子・風戸絹
子・山内ミチ子・小野双葉・長峰よし
子・佐久山武夫・高橋佳代子・武田妙
子・三股道子・三枝貫・田中ひろみ
（順不同・敬称略）匿名13名
皆様から寄せられた収集物は、社会福祉
協議会や福祉団体、環境団体の活動に役
立てられます。

嘱託・臨時職員募集
職
種 袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託・臨時職員
採用人数 嘱託1名・臨時1名
受験資格 55歳未満の方
雇用期間 平成23年5月〜平成24年3月
申込方法 市販の履歴書に記入し、封筒に「（嘱託又は臨時）職員採用希望」
と標記のうえ、持参又は袖ケ浦市社会福祉協議会まで郵送してく
ださい。
試験の方法 面接試験
試験の日時・場所 後日、各自にお知らせします。
申込受付期間 平成23年3月17日（木）から3月31日（木）まで（郵送可 必着）
勤務日数 週5日程度
賃
金 袖ケ浦市社会福祉協議会職員給与規程に基づき支給します。
申込・問合せ 〒299-0256 袖ケ浦市飯富1604 袖ケ浦市社会福祉協議会
10438-63-3888

袖ケ浦市社会福祉協議会広告募集ついて（有料）
社会福祉協議会では、社協だより及び社協ホームページ上の広告の掲載
を募集しております。
広報紙面上、ホームページ上で、PRをしてみませんか？

詳細に関しては下記まで、お気軽にお問合せください。
申込書・様式は社協ホームページ上でもダウンロードできます。
http://www.sodegaura-shakyo.jp
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会 163-3888

東京都千葉福祉園
日
場

時
所

催し物
問合せ

お花見会

4月3日（日）午前10時〜午後2時
東京都千葉福祉園
総合訓練センター及び桜並木周辺
生産品販売・フリーマーケット
ぜひ 名物のさくら並木をご観賞ください。
生活第一課 橋本
10438-62-5342（直通）

そでがうらし社協だよりについてのご意見、ご感想をお聞かせください。

