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袖ケ浦市社会福祉協議会

社会福祉法人

〒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）

☎0438-63-3888

0438-63-0825

第６回袖ケ浦市

地域福祉
フェスタ

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（係名）」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

『自分たちでつくろう住みよ
い地域 』をテーマに、第６回袖
ケ浦市地域福祉フェスタを開催し
ます。公民館内各ブースをまわるス
タンプラリーや市内児童・生徒らによる発
表、市内福祉関係団体の出店など様々な企画
をたくさん用意して、皆様のお越しをお待ちしています。

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。

を開催します

日 時
会

内
主

主

催 袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会
社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会
内 容 市内地域福祉功労者の表彰・地域ぐるみ福

祉推進標語の表彰・児童生徒による発表・
袖ヶ浦高校音楽部による出演・市内福祉団
体発表等
問合せ 社会福祉協議会（地域福祉係）

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
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
地区名

閉会後、抽選会を
行います。
お楽しみに！

129

敬老会を開催します

10/20（日）
長浦公民館

平成25年10月20日（日）
午前10時〜午後1時30分（予定）
場 長浦公民館（入場無料）

VOL.

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

開催日

開催（予定）時間
内
容
12：30〜16：00

場所

９月16日（月）
市民会館
日本舞踊、カラオケ等
９月16日（月）
14：00〜16：30
長浦公民館
長浦地区
長浦中学校吹奏楽部による演奏、日本舞踊、カラオケ
マジック等
10月13日（日）
9：30〜12：00
蔵波小学校
蔵波地区
蔵波小学校児童による合唱、日本舞踊
蔵波中学校生徒による弦楽合奏、カラオケ等
９月16日（月）
13：00〜16：00
根形公民館
根形地区
袖ヶ浦高校吹奏楽部による演奏
日本舞踊、ソーラン節等
９月16日（月）
12：30〜16：00
平岡公民館
平岡地区
日本舞踊、踊り（寸劇）、歌、船道あやめの歌謡ショー等
９月16日（月）
13：00〜16：00
平川公民館
中川富岡地区 中川小学校児童による演奏・ソーラン節
レッドサウンズによる演奏、佐々木淡若による演歌等
昭和地区

入選

地域ぐるみ福祉推進標語

地域の目 やさしさいっぱい ありがとう
心配ごと相談所とは？

９月〜10月の心配ごと相談日

日
時
会
場
９月１９日（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター
心配ごと相談所では、市内在住の方を対象に生活 ９月２６日（木） ・市役所
・平川行政センター
上のあらゆる相談に応じ広く地域住民の不安を受け 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
とめ、その解決に向けて適切な助言を行っております。１０月３日（木） ・平川行政センター
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
心配ごと相談員は民生委員・児童委員、人権擁護委
１０月１０日（木）・市役所
員、行政相談委員からなり、相談日には、
１会場につき、13：00〜16：00 ・長浦行政センター
１０月１７日（木）・市役所
２名から３名の相談員で対応しております。
13：00〜16：00 ・平川行政センター
相談は、
「予約不要」で「無料」です。また、相談内
・市役所
１０月２４日（木）
容等については、
「秘密を厳守」いたしますので心配 13：00〜16：00 ・平川行政センター
・長浦行政センター

ごと、悩み事がありましたらご相談ください。

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8月1日〜8月31日
団体・個人
（敬称略）
ＡＤＥＫＡ労働組合
元気かい！
合
計

金額
（円）
60,000
5,730
65,730

※平成25年度4月からの累計額は1,069,068円です。

有 料 広 告 募 集します
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。問合せ：社会福祉協議会（庶務係）

根形小学校 ６年 長谷部 雄大

※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。

ファミリーサポートセンター夏祭り
〜手作りおもちゃランドで遊ぼう!〜

※受付は15：30まで

大規模災害への
義援金を募集しています
現在共同募金会では、東日本大震
災を始め各地でおきた大規模災害
について義援金を募集しています。
お寄せいただいた義援金は、各県の
被災者の生活再建のために分配さ
れますので、ご協力をお願いいたし
ます。
・H23/3/11 東日本大震災
・
７/28 山口県大雨災害
・7/28 島根県大雨災害
・
８/９ 秋田県大雨災害
・
７/26・
８/９ 岩手県豪雨・大雨災害
・9/2 埼玉県竜巻災害
問合せ 社会福祉協議会（庶務係）

8月21日（水）老人福祉会館にて、
夏祭りを行いました。0歳から7歳
しゅっ
までのお子さんとお母さんたち総
ぱーつ！
勢54名が、家にある身近な材料を
使った手作りおもちゃ（トンネル・お
ままごとセット・魚つりゲームなど）
で元気いっぱい楽しい時間を過ご
し、交流を深めました。

「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
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2013年（平成25年）9月15日
ボランティア登録数
（平成25年4月1日現在）

●個人ボランティア：
217名

No.166

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」

街頭募金ボランティアを募集します
赤い羽根共同募金の街頭募金を下記の日程で行います。
街頭募金を一緒に手伝ってくださるボランティアを募集します。
時 間
7:00〜 8:30
7:00〜 8:30
14:30〜16:00
10/5（土）
8:00〜10:00
11:00〜12:30
10/26（土） 10:00〜11:30
11/16（土） 17:00〜18:30

場 所
JR袖ケ浦駅
JR長浦駅
ゆりの里
袖ケ浦バスターミナル
ゆりの里
もくもくフェスタ
（袖ケ浦公園）
東京ドイツ村

※1日から参加できます。
申込・問合せ先 ボランティアセンター

7月30日に、講師の袖ケ浦市視覚障害者福祉
協会会長の松崎幸子さんを迎え、
「目が見えに
くい、見えないってどういうこと？」をテーマに、
実際に生活で使っている福祉機器を見せていた
だきながら、目が見えないとはどういうことか
についてお話いただきました。
また、参加者がアイマスクをしてジュースの
缶とお酒の缶の違いを触ったり、点字に触れる、
2人ペアで室内･屋外を歩くなど、目が見えない
ことを疑似体験していただきました。

園まつり

10月6日
（日）午前10時〜午後2時30分 雨天決行

場所

東京都千葉福祉園 総合訓練センター及び桜並木周辺

催し物 生産品販売・フリーマーケット・模擬店・音楽・太鼓・踊りなど
その他 駐車場は係員の指示・誘導に従ってください。
問合せ 東京都千葉福祉園
園まつり担当 冨高
（とみたか）☎62-5348

今回は少人数での
講 座になりましたが 、
お互いの距離が近い
温かな雰囲気での講
座でした。
今 後 こんな「ファミ
リーボランティア 講
座」をやってほしい! と
いうものがありました
ら、是非ボランティア
センターまでご連絡く
ださい。

ご協力ありがとうございました。
1年間皆さんで集めていただいたペットボトルキャップ等の寄贈がありました。
皆様のあたたかい気持ちを、大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
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（木）

住友化学労働組合
ペットボトルキャップ
⁝⁝⁝⁝⁝ 112･5㎏
古切手⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ㎏

東京都千葉福祉園

○体験することで、目の見え
ない人の気持ちがよくわかり
ました。
○目が見えないということの、
恐怖 を実 感す るこ とが でき た
のは大きかったです。
○体 験型 の講 座は 障が いに
つい て、 より 深く 理解 でき よ
かったです。

牛乳とジュースの
パックを見分けるには?

時

日時

）

参加者からの声♪

点字板を使って、
点字を打つ様子。

県立袖ヶ浦高等学校生徒会
ペットボトルキャップ⁝ ㎏

10月18日（金） 集合時間 午前8時40分
開会式 午前10時 終了時刻 午後4時頃（予定）
開催場所 袖ケ浦市臨海スポーツセンター体育館
活動内容 表彰係、招集・誘導係、審判係、用具係、車両誘導係
など、開催に係るお手伝い
※担当する係については申し込みの際に相談し、そ
の後、調整させていただきます。
そ の 他 昼食が出ます。
募集人数 40名
申込期限 9月30日（月）
申込・問合せ ボランティアセンター

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、個人1名

講座報告 夏休みファミリーボランティア講座

第23回
袖ケ浦市高齢者スポーツ大会での、
ボランティアを募集します。
日

（

※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。

ボランティア 募集

日 程
10/1（火）

●登録ボランティア団体：
59団体

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
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12

（月）

1.3

48

ペットボトルキャップはリサイクル業者で換金し、
「世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付しています。
皆様から寄せられた収集物は、社会福祉協議会、福祉団体、環境団体の活動に役立てられます。

平成25年度 精神保健福祉ボランティア・フォローアップ講座のご案内
平成25年度の全体テーマは・
・
・ “地域の人とどうつながるか、アウトリーチ（手をのばす）してみよう”です。
日 時 10月30日（水）
・11月27日（水）
・12月4日（水）
午前10時〜午後3時30分（昼休み午後12時〜1時）
場 所 千葉市民会館 第1・2会議室（千葉市中央区要町1-1）

【第1回】10月30日（水）

講演 「精神疾患への理解を深める」〜症状に応じた薬物療法について〜
講師 千葉県精神保健福祉センター センター長 岡田 眞一氏
午後
講演
「障害者総合支援法のポイント」〜どんなサービスが利用できるの?〜
対象者 現在、保健所や精神保健福祉関係の医療機関・地域活動支援センター・
講師 社会福祉法人 三好野会 安房地域生活支援センター
施設等で活動中の、精神保健福祉ボランティアの方。
（申込多数の場合は抽選）
センター長 岡田 まゆみ氏
費 用 受講料無料。交通費、昼食代及び駐車場利用の方は、自己負担となり
【第2回】11月27日（水）
ます。
講演 「コミュニケーションスキルアップに向けて」
受講申込・問合せ 申込書に記入の上、下記まで郵送またはFAXで申込み。
〜ボランティアとして自分も相手も大切に〜
10月11日（金）必着
講師 KT福祉研究所 代表 松藤 和生氏 ロールプレイ
千葉県保健福祉センター 相談指導課（担当 中澤）
【第3回】12月4日（水）
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町666-2
講演 「モチベーションアップをめざして」〜ボランティア活動を継続するために〜
☎043-263-3891 FAX043-265-3963
講師 心のボランティア・ちば グループワーク

収集ボランティアにご協力ありがとうございました

午前

（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7月1日〜7月31日（順不同・敬称略） 犬 飼トラヨ 中 友 忠 石渡美紀子 佐久山武夫 柴崎翔平 小林佐千子 髙橋優紀 髙橋史紀 松田トメ子
西尾久仁子 岡部ななみ 石渡榮 西沢芳夫 在原みゆ紀 ㈲伊島建築 東京都千葉福祉園 コールわかば
千葉県社会福祉事業団 手話サークル「めだかの会」 みどりの風 アドバンスながうら田舎工房 八ツ手G 袖ケ浦クリーンアップ 蔵波台つくも会
特別養護老人ホーム袖ヶ浦菜の花苑 君津信用組合 袖ケ浦市視覚障害者福祉協会 匿名 16名
●おしゃべりサロン「ひびき」
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩）
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日時 ９月２０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
日時 １０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 問合せ ボランティアセンター
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