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2012年（平成24年）12月15日

shakyo
information
袖ケ浦市
社会福祉協議会
イメージキャラクター
「そでりん」

社会福祉法人

編集・発行

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

VOL.

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。

去る12月4日（火）に袖ケ浦市心身障がい者（児）の集いを袖ケ浦市老人
福祉会館にて開催致しました。
この、心身障がい者（児）の集いは、毎年12月1日から12月31日まで行
っている歳末たすけあい募金を財源とし、市内の心身障がい者が集い、希
望や悩みを語り合い、さらに、交流を深め、自立と社会参加意欲の高揚を
図ることを目的に実施しています。
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今年は、31人（ボランティア
を含むと40人）の参加をいただ
き、参加者の方々は、久しぶり
に会った友人、新たにできた友
人たちと会話を楽しみ、自己紹
介ゲーム、○×ゲーム、ビンゴ
などのレクリエーションでは、
チーム対抗で交友を深めていま
した。
今回の集いを通じ広がった輪
が、今後もっともっと広がっていくことを願っています。

社会福祉協議会では、福祉教育を実施しています。
社会福祉協議会では、1年を通じ市内の小中学
校等で、福祉教育を実施しています。車椅子体
験、高齢者疑似体験、視覚障がい者体験などを
通じ相手の立場、気持ちになって考えることの大
切さを感じていただきたいと考えています。福
祉教育に興味、関心がある方は、学校や、自治会
等、グループ単位で社会福祉協議会地域福祉係
までお申込みください。

平成24年度
袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付
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11月1日〜11月30日
企業・団体・個人（敬称略）
宮石一男
更生保護女性会袖ケ浦支部
袖ケ浦市臨海スポーツセンター
伊藤鉄夫
和田スギ
三井化学福祉バザー実行委員会
袖ケ浦地区貸衣裳運営委員会
匿名（2件）
合
計

金額（円）
50,000
10,000
16,205
30,000
100,000
50,000
100,000
10,440
366,645

※平成24年度4月からの累計額は1,661,924円です。

第11回
東日本大震災義援金報告
期間：平成24年11月1日〜11月30日（順不同）
団 体（敬称略）
木更津人権擁護委員協議会
袖ケ浦市部会
合
計

金額（円）
20,069
20,069

※震災後からの累計額は1,596,868円です。
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感謝の気持ち 地域の方へ
蔵波小5年

船渡川

茉友

高齢者・障がい者のための
高齢者・障がい者のための
法律＆福祉相談会 成年後見制度
の
法律＆福祉相談会
個別相談会 の
開催について
開催について
判断能力が不十分なためにお金の管理ができなかったり、
悪質な商法の被害にあってしまう方の財産を守り、生活を支
援する制度である成年後見制度の利用について、弁護士、司
法書士、社会福祉士がペアとなって法律と福祉の両面から個
別に相談に応じます。
期
日 平成25年2月2日（土） 10時〜15時15分
場
所 千葉県社会福祉センター5階（千葉市中央区千葉港
4-3）
千葉都市モノレール「市役所前駅」から徒歩3分
相 談 料 無料
定
員 60組（定員になり次第締切り）
実施方法 個人情報保護のため、会場内に個別ブースを設置
し、個別の相談に応じます。
申込方法 参加申込書に氏名、住所、電話番号、ご希望の面
接時間を記載し、郵便又はFAXで12月28日（金）
までに主催者へお申込みください。
後日、主催者から、相談内容や予約時間等につい
てご連絡させていただきますので、電話番号の記
載は忘れずにお願いいたします。
参加申込書は本会HPをご覧いただくか、お近くの
社会福祉協議会、行政窓口等で配布しています。
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会（千葉県後
見支援センター） 担当：高田・佐野
申込
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
問合せ先
1043-204-6012 FAX043-204-6013
HP http://www.chibakensyakyo.com

千葉県警察からのお知らせ

市町村役場等を装い、税金や医療費な
どが還付されるなどとだまし、ATMを
操作させてお金を振り込ませる手口（還
付金詐欺）が多く発生しています。
被害者の多くは、ATM操作に不慣れ
な高齢者（女性が多い）であり、振り込
め詐欺という言葉は知っていたが、還付
金詐欺は知らなかったと話しています。
ATMを操作して税金や医療費が還付
されることは絶対にありません。こんな
電話を受けたらすぐに最寄りの警察署に
相談しましょう。

「お金」
「キャッシュカード」の話
が出たら振り込め詐欺です。
迷わず警察に相談しましょう！
※土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時
15分の開設です。上記時間以外は最寄りの
警察署に相談をしてください。

振り込め詐欺相談専用ダイヤル
ヨ ク シ

コ ー ル

70120-494-506

「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）12月15日
ボランティア登録数
（平成24年7月1日現在）

●個人ボランティア：
190名

No.157

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。

講座生
募集中!!

●登録ボランティア団体：
54団体

（

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、個人1名

）

音訳ボランティア
入門講座

日

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もってい
る方を、ボランティアが送迎する「移送サービス事業」を行っています。
月1回からで構いませんので、お力を貸してください。
募集内容 運転ボランティア
¡運転免許を取得して3年以上が経過している方。
¡袖ケ浦教習所にて、運転安全講習を受講してからの活動になります。
年齢の上限は満70歳です。
活動時間 月に1〜2回程度、平日3〜5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。
問 合 せ 袖ケ浦市社会福祉協議会 163-3888
運転ボランティア
堀谷義明さん（活動歴1年5ヶ月）
ボランティア活動は、自分が元気なうちに人のため
に何かお手伝いをしたいと思い、3年前に東京都千葉
福祉園でのボランティアをしたことが始まりです。
始める前はボランティアというと踏み込みにくい印
象がありましたが、実際にやってみると新しい人との
出会いがあったり、相手の方と一緒に自分も楽しみながら活動しています。
移送サービスでは、
「この人に運転を任せておけば、安心して病院に行ける」と
言ってもらえる様に気を付けています。また利用者の方の喜んでくれる姿や、付
添のボランティアとの会話が楽しみで続けています。

ボランティアセンターでは、演芸ボランティアを募集しています。
高齢者施設や障がい者施設の行事、日常プログラムなどで踊りや楽器演奏、手
品などを披露してくださる個人・サークルを募集しています。
＊ボランティア登録受付後、施設から要望があった時に連絡・調整します。

活動後のボランティアさんからの声
○一緒に歌ったり涙を流
してくれたり、それぞ
れの人たちの思いが自
分達に伝わってきて、
もっと人の心を感動させる活動をした
（施設での納涼会）
いと思います。

ボランティアグループのメンバー募
集、施設や団体が開催するイベント情
報やボランティア募集など、
掲載希望の方は掲載希望
月の前月10日までに
ボランティア
センターまで
お電話ください。

●音訳とは？ 「朗読」と「音訳」どう違うの？
「朗読」とは、声高く読み上げること。特に読み方を工夫して趣
あるように読むこと。
「音訳」とは、目の不自由な方に伝えるために、文字などを音声
化すること。
●音訳グループ「やまゆり」
袖ケ浦市では、音訳グループ「やまゆり」が「広報そでがうら」
「議会だより」
「社協だより」などを音訳し、袖ケ浦市社会福祉
協議会がテープの貸し出しを行っています。

収集
ボランティア

演 芸 ボ ラ ン ティア 募 集

○私たちの活動に耳を傾け心を合わせて
いただいたことに、感動と感謝の気持
（施設での日中活動）
ちでいっぱいです。
○皆さんの手拍子や歌声に励まされて、
自分達も楽しんで踊ることができまし
（施設での日中活動）
た。

時 平成25年1月25日・2月1日・8日・15日
（毎週金曜日・全4回）
午前9時30分〜午前11時30分
3回目の午後に、録音の体験となります。
場
所 社会福祉センター会議室（袖ケ浦公園前）
内
容 音訳に関する基礎知識・技術を学びます。実
際に「広報そでがうら」の音訳も体験します。
対 象 者 音訳ボランティアに興味があり、受講後活
動の意志がある方。
定
員 20名
受 講 料 無料
持 ち 物 筆記用具・3回目午後の録音時に使用するテ
ープ・広報そでがうら12月1日号（ある方の
みで構いません）
申込締切 平成25年1月17日（木）
申込・問合せ ボランティアセンター

ペットボトルキャップ
ペットボトルキャップ
回収についてのお願い
回収についてのお願い

日頃よりご協力いただきまして、ありがとうございます。
皆様よりいただいたペットボトルキャップは、まずボラ
ンティアセンターでボランティアが整理し回収業者に引
き取ってもらい、再び人の手によって分別・整理された
後、プラスチック製品として生まれ変わります。
ペットボトルキャップ以外に、ネジや釘・ゴミが入って
いたりすることがあります。ケガをする危険がありますの
で、飲料用ペットボトルキャップ以外
のものは入れないでください。
またペットボトルキャップは、よく
洗い乾かしてください。
よろしくお願いいたします。

収集ボランティアにご協力ありがとうございました
ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈
平成24年10月1日〜10月31日（順不同・敬称略）
桜井千恵
橋優紀 中友忠 北村幹夫 小林佐千子 手話サークル｢めだかの会｣
ケアセンターさつき 鴨川重實 舛岡敏子 松永敬一 松田トメ子 川副孝芳 三股道子
石渡美紀子 榎本拓海 石渡榮 西沢芳夫 宮 祐二 小野寺陸也
橋史紀 菅昌己
シーアイウッド㈱ 袖ケ浦市視覚障害者福祉協会 地域福祉フェスタご来場の皆様
根形書友会 東京都千葉福祉園 八富企業㈱ 匿名17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。

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時 12月21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 平成25年1月6日（日）午前9時〜10時 集合 C＆Cスーパーのぞみ野マルシェ前（旧主婦の店のぞみ野店） 問合せ ボランティアセンター

