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「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

個人（敬称略） 金額（円）
髙橋　優紀 4,520

合　　　計 4,520

期間:平成25年4月1日～4月30日
第19回 東日本大震災義援金報告

※震災後からの累計額は1,657,746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。

ありがとう　ぼくらを守る　
やさしい笑顔

長浦小学校 5年　酒井　俊輔

地域ぐるみ福祉推進標語

入選作

社会福祉協議会　児童福祉事業

平成25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25年4月1日～4月30日

団体（敬称略） 金額（円）
農業委員元年会 2,596
長浦さつき台長寿会 3,117 
袖ケ浦ゴルフ愛好会 30,000

合　　　計 35,713 

※平成25年度4月からの累計額は35,713円です。

昭和５２年より小中高等学校で様々な活動を通じて児童・生徒の福
祉に関する理解と関心を高め、思いやりの心を育てることを目的と
した県による各学校単位の福祉教育推進校の指定が始まりました。
その後、平成１９年度からは指定校と地域で連携を図り、共に福祉

活動に取り組み、助け合い、支えあいの輪を広げ、皆が安心して暮ら
せる地域を作っていくことを目的に福祉教育推進を“団体”で指定す
る取り組みが始まりました。この団体を福祉教育推進指定団体とい
い、平成２４年～２６年度にかけて、本市の根形地区社会福祉協議会が

根形小学校・根形中学校・袖ヶ浦高等学校と共に福祉教育推進団体
として指定されました。
これまで指定団体間で協働を目的として協議を重ねており、今年
度からは根形地区社協で行っている事業に児童・生徒が参加した
り、地域で学校行事に協力して取り組むことになりました。
福祉教育は子どもたちのみが対象ではなく、地域で暮らす全ての
方を対象としています。地域の福祉意識の醸成のため企画をしてい
きます。

福祉教育推進指定団体とは（根形地区）

近年、人と人との繋がりの
希薄化が進む中で、子どもた
ちに豊かな心と思いやりの心を育む地域福祉の
在り方が求められる時代となっています。
そんな中、社会福祉協議会では、地域で育つ子

どもたちと地域のよりよい子育て環境の推進のた
め、様 な々取り組みや事業を行っています。

福祉教育（福祉体験）の実施
社会福祉協議会は市内小中学校
や市民の方を対象に福祉教育を
行っています。
福祉教育を通じて、すべての人が
社会の大切な一員として尊ばれ
ることを学んでいただきます。思
いやりのこころを育て、福祉に対
する理解と関心を高めることを目
的としています。
平成24年度実績
小学校3校 223名

（保護者含）
中学校1校 188名
一般1団体 25名
 計436名

市内活動団体への助成
市内で活動する団体の運営を助成し、子どもたちの健全育成
を推進しています。
平成24年度実績
・ジュニアリーダースクラブ  ・青少年相談員連絡協議会
・子ども会スポーツ大会  ・房総子どもかるた大会
・市内私立保育所（2施設）

ファミリーサポートセンターの運営（市受託事業）
袖ケ浦市ファミリーサポートセンターでは、子育ての援助を必要
としている方（利用会員）と子育ての援助ができる方（提供会
員）が会員となり、地域で子育てを支援する有償の相互援助活
動を行っています。
会員数 利用会員 147名
 提供会員 59名
 両方（利用・提供） 会員15名
   計221名（平成25年3月31日現在）
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子育てサロンの開催
平岡地区社会福祉協議会では、月に一度名
幸ヶ丘子育てサロンを開催しています。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。子どもたちが自由に遊べて、
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。子どもたちが、楽し
く遊び、保護者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。
平成24年度実績（参加者）
保護者65名　子ども82名　計147名

放課後児童クラブの運営
社会福祉協議会では、保護者の就労・病気な
どの理由により、放課後帰宅しても保育が受
けられない児童に適切な遊び場及び生活の場
を提供し、健全に育成することを目的として、
児童をお預かりする事業を行っています。現
在、根形小学校区放課後児童クラブ、中川小
学校区放課後児童クラブにて事業を展開して
います。
在籍数 根形30名
 中川30名（平成25年3月31日現在）

子どもたちの健全育成と
思いやりのこころ
を育てるために

※上記以外にも現在指定団体間で、話し合いを行っています。

今後の福祉教育推進指定での取り組み予定
・根形地区敬老会などへの児童・生徒の参加
・根形地区給食サービス（70歳以上ひとり暮らしの方対象）
の際の生徒・児童による手紙などの配布
・学校行事への根形地区事業推進委員の協力・参加など

指定校

小学校

指定校 高等学校

指定校

中学校

福祉教育推定指定団体
地  域

H19年度～

地区社協
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ボランティア登録数
（平成25年4月1日現在）

No.162 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」

●個人ボランティア：
217名

●登録ボランティア団体：
59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（ ）
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。

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時 ５月２４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 ６月２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

どんな分野で？ いつ？

どこで？どのように？

ボランティアセンターに登録しているボランティアの方の、平成24年度の活動報告を次号で掲載します。

まずはいつ、どんな活動をし
たいのか考えてみることが
必要です。
そして無理なくできる範囲
の中で活動することが、活動
を継続するための秘訣です。

どどどどどどどどどどんんんんんんんんんんななななななななななどどどどんんんんなななな
がががががががががが

るるるるるるるるるるのののののののののの??????????

（どんな人を対象にしたいのか）

①社会福祉 ⑥芸術・文化
②医療・保健 ⑦スポーツ
③国際協力 ⑧防災
④環境保護 ⑨消費者関係
⑤教育 ⑩その他

①一人で
②みんなで一緒に
③技術や専門知識を生かして
④生活体験を生かして
⑤趣味や特技を生かして
⑥技術を身につけながら

①自宅で
②地域で
③広域で
④海外で

①平日の昼間に
②平日の夜に
③土・日などに
④夏休みなどの休暇中に
⑤いつでも好きなときに

今すぐ誰にでもできるボランティア
■収集ボランティア
収集場所:ボランティアセンター
収集しているもの:ペットボトルキャップ・古切手・使用済みプリペイドカー
ドなど集めていただいた収集物は、福祉団体や環境団体へ寄贈・寄付し
ています。

<サニーヒルうたクラブ>
◇活動日時 毎月第2木曜日　午前10時20分～11時
◇活 動 先 特別養護老人ホームサニーヒル (久保田 857-9）
　サニーヒルうたクラブは入所されている方と、一緒に楽しく歌を歌うクラ
ブです。毎月特に歌う歌を決めて行くのではなく、まず入所されている皆様
の表情を見て選曲したり、リクエストを聞いて季節を感じられる歌を、みん
なで歌っています。
時には体操も交えながらその時間を皆
で楽しく過ごすことを、一番の目的とし
て活動しています。
　メンバーは性別・年齢問わず、お話し
たり歌を歌うことが好きな方、人と関わ
ることが好きな方お待ちしております。

サニーヒルでの活動風景

<ウクレレクラブ・パイナップル>
◇活動日時 毎月第1～3水曜日　午後1時～2時30分
◇活動場所 長浦駅前自治会館 (長浦駅前5-19）
◇月 会 費 1,500円
　ハワイアン、唱歌、歌謡曲、ポピュラーなどのメロディや伴奏
の練習をするグループです。定
期的な活動の他、施設からの依
頼でウクレレ演奏や歌を披露す
るボランティア活動をしていま
す。初心者の方でも、大歓迎で
す。また、施設での活動先も募
集しております。

NPO法人ぽぴあキャリアセンター
クリスマス会での演奏

日　時　5月19日（日）
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
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、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

平成25年3月1日～3月31日（順不同・敬称略）
鈴木和夫　田中ひろみ　三枝貫徹　松永敬一
高瀬たみ　中友忠　石渡美紀子　石渡榮
髙橋史紀　小野寺陸也　北村幹夫　多田千枝子
松田トメ子　鴨川重實
根形小学校　蔵波台つくも会　袖ケ浦市役所
特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑
長浦駅前5丁目自治会　将棋同好会
袖ケ浦ふれあい　袖ケ浦市視覚障害者福祉協会
匿名　9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。

職種 ： 放課後児童クラブ指導員
就労内容 ： 小学校1年生～4年生の児童の保育
就労場所 ：  袖ケ浦市三ツ作855-2（旧JA根形支店）

袖ケ浦横田2211-1（旧JA中川支店）
時間 ： 放課後（15時頃）～19時

＊夏休み等の一日保育日は、8時～19時の間
の8時間以内

賃金 ： 850円/時
＊規定により交通費の支給有り

条件 ： 自力通勤できる方
問合せ先 ： 地域支援係
電話 ： 63-3888

社会福祉協議会の事業に協力していただくボランティア
■移送サービス（運転・付添）　■ほっとテレホン　■広報誌の音訳
■古切手や収集物の整理・広報誌発送の手伝い　など

施設・病院でのボランティア
■話し相手　■読み聞かせ　■洗濯物たたみ　■作業の手伝い
■散歩の付添　■花壇の整備　■ヘアカット　■余暇活動のサポート
■いきいきクラブ（参加者のサポート）　など

施設などのイベントでのボランティア
■新年会　■お花見　■夏祭り　■クリスマス会　■バザー
■お誕生日会■日常的に行われる余暇活動　など
季節ごとに行われるイベントのお手伝いや、演芸ボランティアとして踊り
や楽器の演奏などを披露します。

ボランティアグループ メンバー募集! 問い合わせ・申し込みは、ボランティアセンターまで。

見学も受付てます♪

第17回
ボランティアチャリティーショー

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）

放課後児童クラブ
指導員募集
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