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第６回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催
第６回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
開催
10/20（日）
長浦公民館

テーマ 「自分たちでつくろう住みよい地域」
各

部 スタンプラリー
景品交換時間
午前10時から
午後1時30分

〜メイン会場（多目的ホール）〜

10：00 開会・社会福祉功労者・地域ぐるみ福祉推進標語優秀作品表彰等
11：00 踊り…袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会
11：15 フラダンス…椎の木グループ
（袖ケ浦市ボランティア連絡協議会加盟団体）
11：25 踊り…久保田保育所
11：45 踊り…袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会
12：00 太鼓演奏…久保田太鼓保存会
12：30 歌謡ショー…千葉県立袖ヶ浦高等学校音楽部
12：55 活動発表…袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
13：10 踊り…長浦エアロキッズ
13：30 閉会後、お楽しみ抽選会

心配ごと相談所とは？
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。

10月〜11月の心配ごと相談日
日
時
会
場
１０月１７日（木）・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター
・市役所
１０月２４日（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00
・長浦行政センター
１1月７日（木） ・平川行政センター
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
１1月１4日（木）・市役所
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
１1月21日（木）・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター
・市役所
１1月２8日（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00
・長浦行政センター
※受付は15：30まで

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が
始まりました。
昭和22年から始まった「赤い羽根共同募金運動」は、みなさ
んのやさしい心に支えられて、67回目を迎えました。
今年も10月1日から12月31日までの3ヶ月間さまざまな共同
募金運動を実施しています。皆様の温かいご協力よろしくお願いいたします。

催し物

日程（予定）

回って♪景品ゲ
ッ
屋を

♪
ト

日 時 10月20日（日） 午前10時〜午後1時30分
会 場 長浦公民館（住所：蔵波513-1）
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
参加費 無料
問合せ 袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会
（社会福祉協議会 地域福祉係）

細はご連絡ください。）
・各ボランティアグルー
[袖ケ浦市商工会]…（ロビー内）活動PR
プ紹介展示・ボランティア相談コーナー
[袖ケ浦市シニアクラブ]…
（ロビー内）活動PR
[袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会]
[長浦地区社会福祉協議会]
…（入口前テント内） 焼きそば、焼き芋、焼き鳥、
フ …（1Ｆ多目的室・入口前テント内） 各施設
展示・入口前テント内での出店（ケーキ・クッ
ランクフルト
キー、
焼き菓子、
手工芸品など）
…（2Ｆ会議室（2）） 長浦地区社協PRブース
［袖ケ浦市地域包括支援センター]
[袖ケ浦市ボランティア連絡協議会]
…（2Ｆ研修室） ミニ手話教室（手話サークル「め …（2F創作室） 脳の元気度チェック
だかの会」）
・
くみひも体験
（絲友会）
・おもちゃ病院 [袖ケ浦市ファミリーサポートセンター]
（おもちゃ病院袖ケ浦）
＊壊れたおもちゃを持参 …（2Ｆ和室（2）） 魚釣りゲーム
PRブース・子育て支援相談コーナー
すると直してくれます。
（ 部品代は実費負担。詳
し ゆ う か い

心身障がい者（児）の集い

歳末たすけあい募金見舞金

日 時 12月9日（月）
午前10時半〜午後2時
場 所 老人福祉会館
対象者 市内在住で身体障害者手帳また
は療育手帳をお持ちの方
内 容 参加者全員でのゲームやカラオ
ケなどのレクリエーション
参加費 300円（昼食付）
※当日受付で集金します。
申込期限 11月20日（水）
申込方法
①心身障害者（児）福祉会、聴覚障害者
協会、視覚障害者福祉協会、手をつな
ぐ育成会に加入されている方は各会宛
にお申込ください。
②各会に加入されていない方は社会福祉
協議会までお申込ください。
その他 市バスで巡回送迎します。詳細
はお問合せください。
問合せ
社会福祉協
議 会（ 地 域
福祉係）

歳末たすけあい募金見舞金とは…
「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一
環として「みんなでささえあうあったかい地域づ
くり」をスローガンに、地域住民やボランティア、
民生委員児童委員、社会福祉関係者の協力を得
て、誰もが地域で安心して温かいお正月を迎える
ことができるように支援をするものです。
対象世帯
１．生活困難世帯
生活困難世帯とは、生活保護基準額の概ね1.7
倍の収入を目安とします。
地区の民生委員児童委員へご相談ください。

※共同募金特集号（広報）も10月1日に発行していますので、ぜひご覧ください。

地域ぐるみ福祉推進標語

伊奈
美羽

回袖ケ浦市地域福祉フェスタ表彰時のものです︒
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平岡小学校 ６年

職
種 放課後児童クラブ指導員
職務内容 小学校１年生〜４年生の児童の保育
勤務場所 袖ケ浦市三ツ作855-2
(旧JA根形支店)
袖ケ浦市横田2211-1
(旧JA中川支店)
勤務時間 放課後（午後3時頃）〜7時
※夏休み等の一日保育日は、午前7
時半〜午後7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あり
応募条件 65歳未満で普通自動車運転免
許保持者（自力通勤できる方）
申込・問合せ 社会福祉協議会（地域支援係）

※学年は第

職
種 ファミリーサポートセンターアドバイザー
採用人数 １名
職務内容 会員相互の連絡調整、研修会の企画、
広報活動等
※ワード・エクセル可能な方
勤務日数 週３日程度
土日交代勤務あり（休業：月曜・祝日）
勤務時間 午前9時〜午後5時
賃
金 800円／時
※規定により交通費の支給あり
応募条件 65歳未満で普通自動車運転免許保持者
（自力通勤できる方）
申込締切日 10月31日（木）必着
面接の日時・場所 後日、各自にお知らせします。
申込・問合せ 社会福祉協議会（地域支援係）

伝えよう︑地域のみんなにありがとう

入選

臨時職員募集

＊申請時に生活の状況を確認しますので、予めご了承ください。
＊生活保護受給世帯及び法外援護を受給している世帯は除き
ます。

申請方法 ご本人からの申請が必要となります。
担当地区の民生委員児童委員へご相
談ください。
申請期間 11月1日（金）〜11月15日（金）
２．ひとり親世帯
児童扶養手当を受給している世帯です。児童扶
養手当支給決定書類に、歳末たすけあい募金見
舞金の申請書を同封しますので、申請方法・期間
等は同封の案内により申請してください。
問 合 せ 社会福祉協議会（庶務係）

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９月１日〜９月３０日
団体・個人
（敬称略）
袖ケ浦公園管理組合
合
計

金額
（円）
6,000
6,000

※平成25年度4月からの累計額は1,075,068円です。

第21回 東日本大震災義援金報告
期間：平成25年8月1日〜9月30日
団体・個人
（敬称略）
袖ケ浦市音楽協会ガウラコンサート
髙橋 優紀
合
計

金額
（円）
25,199
3,000
28,199

※震災後からの累計額は1,718,885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。

「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）10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.167

急募

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。

●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

）

移送サービス・付添ボランティア募集

社会福祉協議会では、病院などに行 【活動までの流れ】
く
くことが難しい高齢者や障がいをもっ
活動前にボランティアセンターで、ボランティア登録していただきます。
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。
●移送サービス利用者から社協へ申込み
運転・付添ボランティア共に随時募集しておりますが、現在付添をしてく
ださるボランティアを募集しております。
ご都合の良い日時に合わせて、コーディネーターが活動日を調整します。 ●移送サービス担当者よりボランティアへ活動依頼
ご都合の良い日にちで、ご相談させていただきます。
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 付添ボランティア…利用者の付き添い
●活動日の決定
利用者の受診の際に車の乗降や、病院の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。
●社協より活動内容について通知を送付
移送サービスでは利用者の方に、安全に安心して受診してい
ただくため、ご家族またはボランティアによる付き添いをお願
●ボランティア活動日
いしております。
※付添ボランティアの年齢の上限は、満75歳とします。
※運転ボランティアも、随時募集し
活動時間 月に1〜2回程度、ご都合の良い日（平日）3〜5時間程度の活
ております。
動です。
社協が実施する運転実務教習を
活動場所 袖ケ浦市社会福祉センターに集合し、社協所有の車を運転ボ
受講後、活動していただきます。
ランティアが運転。会員宅から病院等への送迎です。
（次回は平成26年６月を予定）
行き先は袖ケ浦市、木更津市、市原市です。
活動条件や内容など、詳細につき
申込み期限 11月14日（木）
ましては担当者までお問い合わせ
申込・問合せ 社会福祉協議会（地域支援係）
ください。

ボランティア募集

心身障がい者（児）の集い
袖ケ浦市社会福祉協議会では
「心身障がい者
（児）
の集い」
でお手伝いをし
てくださるボランティアを求めています。
ボランティアの内容は受付や会場の手伝い
（主に、ゲームやレク）
などです。
今年の
「集い」
も楽しい内容を企画中です。参加者、ボランティア、みんなで
一緒に楽しい一日を過ごしましょう！
！
たくさんのボランティアのご応募、お待ちしております。
日
時 12月9日
（月）
午前9時集合／午後3時解散予定
（集いの開催は午前10時〜午後2時）
開催場所 老人福祉会館
（飯富2497・袖ケ浦公園内）
活動内容 会場準備、受付、移動介助、
レクリエーション補助
募集人数 8名
そ の 他 昼食をご用意いたします。
募集期限 11月29日
（金）
申込・問合せ ボランティアセンター

さつき会

ふれあい祭り

日 時 11月10日
（日）
午前10時30分〜午後3時
場 所 袖ケ浦さつき台病院 リハケア棟
（長浦駅前5-21）
内 容
・講演会 1部 午前10時30分〜
「老いること、死ぬこと」
〜医療になにができるのか〜
講師 認知症疾患医療センター センター長
細井尚人
2部 午後1時〜
「生活・職場とメンタルヘルス」
講師 袖ケ浦さつき台病院 院長 菊池周一
・模擬店（カレー・豚汁・スムージー等）、医療・福
祉・就職相談コーナー、血管年齢・身体測定
コーナー、バザー他
問合せ 袖ケ浦さつき台病院 医療情報部 小泉
☎
（62）
1113
（代）
●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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傾聴ボランティア交流会
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。
今回は認知症についての勉強会の後、交流会を行います。参加希望される
方は、必ず事前にお申込みください。
日
時 12月9日
（月）
午後1時30分〜3時30分まで
開催場所 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 11月29日
（金）
まで
申込・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８月１日〜８月３１日（順不同・敬称略）
桜井千恵 北村幹夫 山口莉可 長谷川恵美子 佐久山武夫
中友忠 近藤愛海 武藤美智代 松井正恵 中村秀子
松田トメ子 小川雅子 髙山洋子 中村戰勝 鴨川重實 石渡榮
手話サークル「めだかの会」 県立袖ヶ浦高等学校
アドバンスながうら 住友化学労働組合
長浦マンドリンアンサンブル ケアセンターさつき
（株）谷元電機 （有）渡辺産業 （株）北袖商事 絲友会
匿名 １０名
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。

お知らせ

第23回袖ケ浦市高齢者文化祭

シニアクラブ会員
作品展
今年も、袖ケ浦市シニアクラブ連
合会会員による、書・彫刻・絵画・写
真・手工芸・短歌・俳句・川柳等の作品
が展示されます。
約１年かけて仕上げた作品は、どれ
も力作で見ごたえあります。
是非この機会にご観覧ください。
日 時 11月12日(火)〜18日(月)
午前9時〜午後４時
場 所 老人福祉会館 ※入場無料
問合せ 袖ケ浦市シニアクラブ連合
会
（地域福祉係）

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号月の前月１０日までにボランティアセンターまでお電話ください。

日時 10月２5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 １1月3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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