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社会福祉法人

袖ケ浦市社会福祉協議会

〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604 袖ケ浦市社会福祉センター内（袖ケ浦公園前）
10438-63-3888 50438-63-0825

112

HP http://www.sodegaura-shakyo.jp
ボランティア情報専用携帯サイト

http://www.sodegaura-shakyo.jp/mobile/

※申込・問合せ先が「社会福祉協議会」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

平成

24年度

一般会計予算の内訳
及び特別会計予算

一般会計収入総額 …………240,463千円
補助金及び受託金・助成金
共同募金配分金収入
社会福祉協議会費
事業収入
寄付金収入
その他収入
合
計

167,201千円
11,034千円
7,972千円
29,655千円
2,501千円
22,100千円
240,463千円

一般会計支出総額 …………240,463千円
区分
法人運営事業

地域福祉事業

ボランティア
活動振興事業

共同募金配分金事業

福祉カー運営事業
福祉バス運営事業
福祉作業所運営事業
老人福祉会館運営事業
ホームヘルパー派遣事業
ミニデイサービス事業
貸付事業
放課後児童クラブ事業
介護保険運営事業
障害者介護事業
ファミリーサポート事業
福祉基金事業
総
計

予算額
92,466千円

4,493千円

21,275千円

11,049千円

内訳
心配ごと相談事業
309千円
助成事業
982千円
地域福祉大会 651千円
広報事業
2,551千円
地区社会福祉協議会事
業
18,700千円
ボランティアセンター
運営事業
1,238千円
移送サービス事業
937千円
電話訪問事業
10千円
ボランティア保険
390千円
敬老会及び給食サービ
ス助成
4,112千円
金婚祝贈呈
216千円
福祉団体助成 540千円
火事見舞い
300千円
歳末助けあい募金見舞
金
4,850千円
共同募金特集号発行
931千円
その他事務費 100千円
リフト付車両の貸出

430千円
989千円
53,460千円
6,039千円
1,120千円 介護保険非該当者対象事業
2,644千円
3,954千円 生活福祉資金等の貸付
13,160千円
20,291千円
3,871千円
5,169千円
53千円
240,463千円

特別会計収入総額 ……………3,568千円
社会福祉センター受託金
合
計

3,568千円
3,568千円

特別会計支出総額 ……………3,568千円
社会福祉センター運営事業
合
計

3,568千円
3,568千円

平成23年度 第9回
袖ケ浦市社会福祉協議会への寄附
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：平成24年2月16日〜3月31日
企業・団体（敬称略）
匿名（1名）
袖ケ浦ワークスリサイクル会
うき船
がうらエコネット
袖ケ浦市職員会KFGC会
袖ケ浦さつき台病院ふれあい祭り
蔵波台ダンス愛好会
合
計

金額（円）
5,000
200,000
6,600
4,900
8,505
89,012
59,209
373,226

※平成23年度4月からの累計額は2,813,876円です。

第8回 東日本大震災義援金報告
期間：平成24年1月12日〜3月31日（順不同）
団 体（敬称略）
袖ケ浦市ジュニアオーケストラ
合
計

金額（円）
25,272
25,272

※震災後からの累計額は1,489,125円です。
寄せられた義援金は、社会福祉法人千葉県共同募金会を通
じて被災地へ送られます。

基本方針

社会福祉協議会は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域住民
の参加を促進し、行政機関、福祉関係団体等と連携を深め、袖ケ浦市における社
会福祉事業及び地域の社会福祉に関する活動を促進し地域福祉の推進を図ります。

地区社会福祉協議会活動
長浦地区社会福祉協議会を中学校区であ
る長浦地区と蔵波地区に分け、より地域住民
に身近な活動を展開します。また、各地区社
会福祉協議会に設置された専門部会におい
て、高齢者や子育てサロンの検討及び運営
を行います。

災害マニュアルの検討
災害に備え、千葉県社会福祉協議会が整
備を進めている「福祉救援活動マニュアル」
に沿って、本会の災害マニュアルを再検討し
ます。

基本目標１
社会福祉協議会の
基盤強化の推進

基本目標2
支えあいの
福祉ネットワーク
の推進

基本目標3

基本目標4

基本目標5

福祉サービス事業
の充実

広報・啓発・
相談事業の充実

生活援助活動
の充実

基本目標6

基本目標7

福祉諸団体支援の推進

施設の管理運営
の推進

広報・啓発活動
地域福祉の推進や社会福祉協議会の活動
推進には、市民の理解が不可欠です。市民
の立場に立った情報提供をするため引き続
き「社協だより」を毎月1回発行し、広く市民
に情報が行き渡り、福祉思想の啓発と市民
の自主的な福祉への参加、連携を進めます。

地域福祉のために会費の協力をお願いします。
社会福祉協議会は、地域のみなさまと相互に協力しあい、子どもから
お年寄りまで、住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、
様々な福祉サービスを行っている団体です。
事業を行う費用は、皆さまから寄せられた寄附金、赤い羽根共同募
金配分金、補助金、委託金に加え、現在、市政協力員（区長、分区長、
自治会長）
を通じてお願いしている会費を財源としております。より一層の
地域福祉の充実のため会員としてご支援をお願いいたします。
また、会社等の各種法人による法人会員のご支援も併せてお願いい
たします。
＊区、自治会に加入されていない方は、社会福祉協議会、市地域福祉
課、各行政センターで受付を行っております。
◇一 般 会 員 一口 0,500円
◇賛 助 会 員 一口 1,000円
会
※公務員がいる世帯
費 ◇特別賛助会員 一口 2,500円
※課長職以上の袖ケ浦市職員

がいる世帯
（賛助・特別賛助会員は対
象者のうちご賛同をいただ
けた方にお願いしています。
）
◇法 人 会 員 一口 10,000円

結婚50周年を迎えるご
夫婦をお祝いし、記念品を
贈呈いたします。
本年度の対象は、昭和
37年9月1日から昭和38年8
月31日に婚姻され、ご夫婦
ともに健在で市内に住民票を有し居住してい
る方（昭和37年9月1日以前に婚姻され金婚祝
品の贈呈を受けられていない方も対象）です。
該当する方は、8月10日（金）
までに袖ケ浦市
社会福祉協議会へ戸籍謄本（発行から3ヶ月以
内）
とご夫婦の氏名（ふりがな）、現住所、電話
番号を書面にて持参又は郵送ください。
記念品は、各地区の敬老会の会場にて贈呈
いたします。
※被災により避難されている方で、対象とな
る方は、下記までご連絡ください。
〒299-0256 袖ケ浦市飯富1604
袖ケ浦市社会福祉協議会 地域福祉係

寄附団体

蔵波台ダンス愛好会は、市内で26年間活動をされていた団体です。
平成24年2月末で活動を休止されましたが、活動の再開に向け取
り組んでいらっしゃいます。
この度、団体の活動費を社会福祉のため
にご寄附頂きました。
きっかけは、社協だよりをご覧になり、寄附をされている
方々が多くいらっしゃることを知り、自分たちも福祉のために
寄附しようとの思いからです。

紹介

平成23年度は東日本大震災への多くの義
援金以外に、社会福祉協議会へも多くのご寄
附を頂きありがとうございました。

今後も、皆様の善意と助け合いの気持ちに
心より感謝し、社会福祉事業に有意義に活用
させて頂きます。

地域ぐるみ
福祉推進標語
蔵
波
小
学
校
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入選作

平成24年3月15日に発行しました共同募金特集号の2面において、企業名の誤りがございましたので、訂正してお詫び申し上げます。
（誤）富士石油（株）袖ケ浦精油所 → （正）富士石油（株）袖ケ浦製油所

「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
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2012年（平成24年）4月15日
ボランティア登録数
（平成23年10月1日現在）

No.149

袖ケ浦市ボランティアセンター
イメージキャラクター「ゆりりぃ」

袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604
0438-63-3988（直通）
・63-3888（社会福祉協議会事務局）
0438-63-0825
※申込・問合せ先が「ボランティアセンター」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

●個人ボランティア：
204名
●登録ボランティア団体：
52団体
内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
24団体

（

）

ボランティアセンターで集めているもの
〜収集物の整理は、ボランティアの
皆さんで行われています〜
収集物は
ペットボトルキャップを焼却すると、CO2
（二酸化炭素）が排出され、地球温暖化につ
ながります。焼却するためには、1kgあたり
約30円かかります。
そこでペットボトルキャップをボランティ
アセンターに持っていくと…
回収されたペットボトルキャップを分別、
整理した後、一定の量になったらリサイク
ル業者が買い取り、売却益を「世界の子ども

ペットボトルキャップ
ペットボトルキャップ
ペットボトルキャップ
ペットボトルキャップ
¡ペットボトルキャップは、原則として
飲料用ペットボトルに限ります。
洗剤、インスタントコーヒーのふた
などは、入れないでください。
¡ペットボトルキャップは、よく洗い乾
かしてください。

古切手・使用済みプリペイドカード送付先

古切手・使用済みプリペイドカードなど
古切手・使用済みプリペイドカードなど
古切手・使用済みプリペイドカードなど
●古切手
●使用済プリペイドカード（テレホンカード・ハイウエイ
カード・オレンジカード・イオカードなど）
●書き損じはがきなど
¡汚れ、破損のひどいものは対象となりません。
¡古切手は封筒に貼ってある切手と消印のまわりを1cm以
上残して切ってください。
¡収集物の種類ごとに分けて、お持ちください。

●NPO法人 誕生日ありがとう運動本部（知力ハンディキャップ問題の社会啓発）
●財団法人 家族計画国際協力財団〈JOICFP〉
（発展途上国への支援）
●財団法人 緑の地球防衛基金（アジア、アフリカでの植林活動）
各団体で加工して販売したり、コレクターや業者に買い取ってもらい、その資金が各団体
の活動に役立てられます。

根形小学校のみなさん

アルミ缶のプルタブ回収についてのお願い
現在ボランティアセンターでは、プル
タブの回収は行っておりません。
すでにご自宅や会社などで収集した
プルタブにつきましては回収させてい
ただいておりますが、下記の理由によ
り回収中止とさせていただいておりま
すので、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
¡以前は缶とプルタブが別になってい
たため、プルタブのポイ捨て防止も
目的のひとつとして回収しておりま

第
回
第16回

したが、現在は缶とプルタブが一体
化しその必要がなくなった。
¡缶と一体化しているので、プルタブを
切り離す際にケガをする恐れがある。
¡回収されたプルタブはボランティア
のご協力により整理をしているが、電
池、ネジ、硬貨、注射針など異物が入
っていることが多く、手間と危険を伴
う。
¡県内では、すでにプルタブ回収を中
止しているところが多い。

ボランティア
ボランティア
ボランティア
チャリティーショー
チャリティーショー
チャリティーショー

時 4月22日（日）午前9時50分〜午後3時30分
所 袖ケ浦市民会館 大ホール
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、袖ケ浦市社会福
祉協議会に寄付します。
）
※入場券はボランティアセンターで販売中、
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
問合せ ボランティアセンター
日
場
内

地区社協事業特集

楽しく子育て
しませんか

にワクチンを日本委員 どうなるの?
会JVC」に寄付します。
ワクチンとなって、世界の子どもたちに
届きます。
★ワクチンがないために、世界で1日4,000
人の子どもが、予防可能な感染症で命を
落としています。
★ペットボトルキャップ約700gでワクチン
1本が買えます。
（BCGの場合）

ご協力ありがとうございました!

2月24日（金）根形小学校のみなさんが、ペット
ボトルキャップを持ってきてくださいました。
回収業者で換金して「世界の子どもにワクチン
を 日本委員会」へ送り、世界の子どもたちのた
めに役立てられます。

収集ボランティアにご協力ありがとうございました
平成24年2月1日〜2月29日（順不同・敬称略）

ペットボトルキャップ
使用済み切手などの寄贈

㈱袖ケ浦クリーンアップ 日機装㈱ 東京都千葉福祉園 平岡小学校 根形小学校
袖ケ浦菜の花苑 三股道子 宗像時雄 桜井千恵 犬飼トラヨ 斎藤澄江 北村幹夫 西沢芳夫
近藤武司 佐久山武夫 石渡榮 羽鳥祥子
山洋子 加藤三保子 松田トメ子 匿名10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。

移送サービス
ボランティア
募集中

社会福祉協議会で
は、病院などに行くこ
とが難しい高齢者や障
がいを持っている方を、
ボランティアのご協力
で送迎をする「移送サービス事業」を行っています。
この事業は、ボランティアの力によって支えられて
います。
募集内容
¡運転ボランティア…利用者の送迎（社協の車を使用）
運転免許を取得して3年以上が経過している方。
運転安全講習を受講してからの活動となり、次回
は6月の実施予定です。

平岡地区社会福祉協議会
平岡地区社会福祉協議会 名幸ヶ丘子育てサロン

¡付添ボランティア…利用者の付き添い
利用者の受診の際、車の乗降や受付などでお手伝
いをしたり、お話相手になっていただく活動です。
※年齢の上限は、運転ボランティアは満70歳、付
添ボランティアは満75歳とします。
活動時間 月に1〜2回程度、ご都合のよい日（平日）
に3時間から5時間程度の活動です。
活動場所 袖ケ浦市社会福祉センターに集合し、社
協所有の車にて利用会員宅から病院等へ
送迎していただきます。
行き先は袖ケ浦市、木更津市、市原市です。
申込期限 4月27日（金）
申込・問合せ 社会福祉協議会 地域支援係

一緒にサロンの運営をしてみませんか?

平岡公民館視聴覚室で、8月を除く毎月第2木曜日に開催しています。このサロンは「屋根付きの公園」のようなも （子育てサロンスタッフ）
ボランティア
のです。絵本やおもちゃ（毎回消毒しております）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
募集
★お手伝いして頂く時間と場所
いちゃんやおばあちゃんも一緒におしゃべりができる「ほっと一息つける居場所」です。
）
（年間11回のうち何回でも結構です。
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」にお越しください。子ども達が、自由に楽しく遊び、
・8月を除く毎月第2木曜日 9時15分〜12時30分
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。
・平岡公民館2階視聴覚室（住所：袖ケ浦市野里
1563）
会 場 平岡公民館 2階視聴覚室
「子育てサロン」今後の予定
★お手伝いして頂く内容 お子さんの見守り活動
対 象 乳幼児（0歳〜5歳）
期 日 8月を除く第2木曜日
※保護者と一緒の参加になります。
平成24年 4月12日・5月10日・6月14日・7
申込・問い合わせ 袖ケ浦市社会福祉協議会
参加費 無料
月12日・8月はなし・9月13日・10月11日・
平岡地区社協担当
その他 事前の申込みは必要ありません。当日、平岡
11月8日・12月13日
163-3888 FAX63-0825
公民館まで直接お越しください。
平成25年 1月10日・2月14日・3月14日
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〜正午まで（時間内であれば、好き
おもちゃ病院袖ケ浦 時間 10時00分〜15時00分 費用 無料（部品代等は実費となります。）
な時間に入退出できます。）

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時 4月27日（金）午後1時30分〜3時30分 場所 老人福祉会館 問合せ ボランティアセンター
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩） 日時 5月6日（日）午前9時〜10時
集合 元主婦の店のぞみ野店前
問合せ ボランティアセンター

