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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

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7月1日～7月31日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
田村　輝男 4,000
袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ実行委員会 473,205
袖ケ浦市民謡舞踊連盟 50,000

合　　　計 527,205
※平成25年度4月からの累計額は１,００３,３３８円です。

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ実行委員会 25,230
髙橋　優紀 4,500
第66回袖ケ浦市音楽協会定期演奏会ビバ！コーラス 3,210

合　　　計 32,940 
※震災後からの累計額は1,6９０,６８６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。

期間：平成25年5月1日～7月31日（順不同）
第20回 東日本大震災義援金報告

ありがとう　みんなを守る　ボランティア
長浦小学校　６年　小幡  美岬

地域ぐるみ福祉推進標語

※学年は第5回袖ケ浦市地域福祉フェスタ表彰時のものです。

入選

毎月発行の社協だよ
り、社協ホームペー
ジに貴社の広告を掲
載しませんか。
社協だより5,000円
～　詳細はお問合せ
ください。
お問合せ：社会福祉
協議会（庶務係）

有料広告募集　シニアクラブ会員が、日頃の練習の成果を発揮
する機会となっております。
　皆様お誘いあわせのうえ、ぜひ会場に御来場く
ださい。
日　時　9月5日（木）開演10時予定
場　所　袖ケ浦市市民会館大ホール
内　容　カラオケ、踊り、詩吟、ダンス等
入　場　無料
問合せ　シニアクラブ連合会事務局
　　　　社会福祉協議会（地域福祉係）

　今年度で7回目となる袖ケ浦市福祉チャリティーゴル
フ大会が7月11日（木）に快晴の天気に恵まれ、盛大に開
催されました。
　大会は、177名の参加申込をいただき、参加されたゴ
ルファーの方々が、白熱したプレーを繰り広げ、大会を盛
り上げていただきました。

　プレー終了後、表
彰式が行われ、細矢
春吉実行委員長より、
473,205円を社会福
祉協議会へご寄附い
ただきました。今後、
社会福祉協議会の福

祉事業に役立たせてい
ただきます。
　また、東日本大震災
義援金として、千葉県
共同募金会を通じて被
災地へ25,230円を送り
ました。
　参加者、実行委員の皆様並びにゴルフ関係者の皆様に
ご協力を賜り、誠にありがとうございました。
【当日参加者人数】

第12回袖ケ浦市第12回袖ケ浦市
シニアクラブ連合会シニアクラブ連合会
芸能発表会のお知らせ芸能発表会のお知らせ

　お年寄りのご長寿を祝し、これからも元
気に過ごしてほしいという願いを込め、敬
老会を開催します。
対象者　70歳以上の市民の方
※ 被災され袖ケ浦市に避難してきている
70歳以上の方も是非ご参加ください。
内　容　ボランティアの皆さん等による演

芸や金婚（結婚50周年）記念品の贈呈など
主　催　市内各地区社会福祉協議会
問合せ　社会福祉協議会（地域福祉係）
開催日・場所

平成２５年度「老人の日・老人週間」キャンペーン
標語（スローガン） ： 「みんなで築こう　安心と活力ある健康長寿社会」
キャンペーン期間 ： 平成２５年９月１５日の老人の日から２１日までの老人週間の７日間

　老人の日・老人週間を契機に、すべての高齢者が安心して
暮らせるまちづくり、高齢者の社会参加・ボランティア活動の
促進、高齢者の人権の尊重等、６つの目標を揚げ取り組むこ
とと、内閣府他関係機関が提唱しています。

地区名 開催日 開催時間（予定） 場所
昭和地区 9月16日（月） 12：30～16：00 市 民 会 館
長浦地区 9月16日（月） 1４：00～16：３0 長浦公民館
蔵波地区 10月13日（日） １０：00～12：00 蔵波小学校
根形地区 9月16日（月） 13：00～16：00 根形公民館
平岡地区 9月16日（月） 12：30～16：00 平岡公民館

中川富岡地区 9月16日（月） 13：00～16：00 平川公民館

各地区の敬老会開催のお知らせ

８月～９月の心配ごと相談日
日　　時 会　　場

８月２２日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

８月２９日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

９月５日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

９月１２日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

９月１９日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

９月２６日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

　心配ごと相談所では、市内在住の方を対象に生活
上のあらゆる相談に応じ広く地域住民の不安を受け
とめ、その解決に向けて適切な助言を行っております。
　心配ごと相談員は民生委員・児童委員、人権擁護委
員、行政相談委員からなり、相談日には、１会場につき、
２名から３名の相談員で対応しております。
　相談は、「予約不要」で「無料」です。また、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、悩み事がありましたらご相談ください。

心配ごと相談所とは？

長浦コース 蔵波コース 久保田コース
15組　58名 15組　58名 15組　59名
　　　　　　　合計　175名　　（当日欠席者2名）

第7回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会開催される第7回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会開催される

１．すべての高齢者が安心して自立した生活ができる、保健・福祉のまちづくり
を進め、ふれあいの輪を広げよう。

２．高齢者の知識、経験や能力をいかした、就労・社会参加・ボランティア活動を
進めよう。

３．高齢者の介護予防、生きがい・健康づくりへの取り組みを進めよう。

４．高齢者の人権を尊重し、認知症高齢者への支援のあり方や介護問題等をみ
んなで考え、高齢者や介護者を支える取り組みを積極的に進めよう。

５．高齢社会における家族や地域社会等の役割を理解し、お互いに協力して安
心と活力ある長寿社会をつくろう。

６．減災や防災への取り組みに関心を持ち、日頃から地域でのつながりを築こう。

６ つ の 目 標
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ボランティア登録数
（平成25年4月1日現在）

No.165 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　８月２３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　９月１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

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25年6月1日～6月30日 （順不同・敬称略）桜井千恵　京谷あさ子　中友忠　宮下良子　髙橋史紀　作久山武夫　菅昌己　柴崎翔平　石渡榮　中村隆
田村尚子　松田トメ子　早田チエ　平井和夫　小川雅子　舛岡敏子　蔵波県営ゆうしん会　手話サークル「めだかの会」　コールわかば　袖ケ浦ふれあい
蔵波台つくも会　特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　老人保健施設カトレアンホーム　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。

日　時　　９月２８日（土）午後１時から
場　所　　袖ケ浦市民会館　３階中ホール
演　題　　「介護が希望にかわる時」
講　師　　NPO法人井戸端介護理事長　伊藤英樹氏
　　　　　ピアノ演奏　南澤鈴華氏　蔵波台出身
主　催　　NPO法人在宅福祉サービス袖ケ浦ふれあい
後　援　　袖ケ浦市
　　　　　袖ケ浦市社会福祉協議会
その他　　手話通訳あります。
申込・問合せ　　袖ケ浦ふれあい事務所　☎６４－０８０２　FAX６０－８５５３

　傾聴ボランティアに関わっている方が集まって、体験談、活動について
の悩みや喜びを語り合い、傾聴ボランティア同士のつながりを深める交
流会を開催します。
　傾聴は勉強したけれど、まだ活動はしていないという方もぜひご参加
ください。
日　　時　　８月２６日（月）午後１時３０分～３時３０分まで
場　　所　　社会福祉センター　大会議室（袖ケ浦公園前）
対　　象　　傾聴ボランティアとして活動している方
　　　　　　傾聴ボランティアに関心のある方
定　　員　　２０名
参 加 費　　無料
申込期限　　８月２６日（月）午前１０時まで
申込・問合せ　　ボランティアセンター

傾聴ボ 関わ 方が集ま 体験

傾聴ボランティア交流会傾聴ボランティア交流会

～広がれふれあいの輪～～広がれふれあいの輪～
第15回地域福祉を考える集い第15回地域福祉を考える集い

　日本赤十字社では、災害発生時に活動する防災ボランティアを募集
しています。防災ボランティアは平時から訓練や研修に参加し、災害救
助活動時におけるノウハウを習得しています。災害発生時には、日本赤
十字社の行う活動に参加します。
日　　時 8月17日（土）
受　　付 午前9時30分より受付
 説明会　午前10時～午後1時まで
場　　所 南房総市丸山公民館（南房総市岩糸2489）
参 加 費 無料
対　　象 高校生以上
申込方法  電話、FAX、電子メールで、参加希望者の氏名・住所・電話

番号をお知らせください。
申込締切  8月15日までとなっておりますが、当日の参加も受付ます。
申 込 先 日本赤十字社千葉県支部
 ☎043－241－7531　FAX043－248－6812
 E－mail　chibasibu@mvb.biglove.ne.jp

日本赤十字社日本赤十字社
防災ボランティア説明会防災ボランティア説明会

袖ケ浦学園「秋祭り」
　袖ケ浦学園は、障害者支援施設（知的障害者入所施設）です。
　利用者の皆様と「楽しく」一緒に時間を過ごしていただける、ボ
ランティアを募集します。
日　　時　　９月２１日（土）午前１１時集合　午後２時解散
　　　　　　（秋祭りの開催時間は、１２時～２時まで）
開催場所　　袖ケ浦学園（上泉１７６７－２１）
　　　　　　※雨天の場合は、施設内で行います。
活動内容　　利用者の方のお手伝い、模擬店手伝い、
　　　　　　ゲームや販売のお手伝い、駐車場案内。
募集人数　　１０名
そ の 他　　昼食は、当園で準備いたします。
募集期限　　8月30日（金）
申込・問合せ　　ボランティアセンター

東京都千葉福祉園「園まつり」
　東京都千葉福祉園（障害者支援施設）では、利用者の方と地域の
方との交流を深める場として「園まつり」を開催します。
　当日、利用者に付き添って一緒に園まつりを楽しんでくださる方、
販売等の補助をしてくださる方を募集します。
日　　時　　１０月６日（日）午前９時３０分集合　午後２時３０分解散
　　　　　　（園まつりの開催時間は、午前１０時～午後２時３０分）
開催場所　　東京都千葉福祉園（代宿８）
活動内容　　利用者支援・行事補助業務（販売等）
募集人数　　１０名
そ の 他　　昼食は、当園で準備いたします。
募集期限　　９月6日（金）
申込・問合せ　　ボランティアセンター

ボランティア募集

入場料
無   料

参 加 者 募 集

～趣味・特技を活かしてボランティア～
　高齢者施設や障がい者施設の行事や余暇活動などで、踊
りや楽器演奏、手品など披露してくださる個人・サークルを
募集しています。
　行事では新年会・納涼会・敬老会・クリ
スマス会・お誕生会などがあります。
※ボランティア登録後、施設から要望が
あった際に連絡・調整します。

演芸ボランティア募集


