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「そでりん」

編集・発行

社会福祉法人

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）

☎0438-63-3888

0438-63-0825

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。

心配ごと相談所とは？

平成25年度

1月〜2月の心配ごと相談日
心配ごと相談所では、市内在住の方
日
時
会
場
を対象に生活上のあらゆる相談に応
１月23日（木） ・市役所
じ広く地域住民の不安を受けとめ、そ 13：00〜16：00 ・平川行政センター
の解決に向けて適切な助言を行って
・市役所
１月30日（木）
・平川行政センター
おります。
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
2月6日（木） ・平川行政センター
員、人権擁護委員、行政相談委員から 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
なり、相談日には、
１会場につき、
２名か 2月１3日（木） ・市役所
ら３名の相談員で対応しております。 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
2月20日（木） ・市役所
相談は、
「予約不要」で「無料」です。 13：00〜16：00 ・平川行政センター
また、相談内容等については、
「秘密
・市役所
2月２7日（木）
を厳守」いたしますので心配ごと、悩 13：00〜16：00 ・平川行政センター
・長浦行政センター
み事がありましたらご相談ください。

地域ぐるみ福祉推進標語

※平成２５年度４月からの累計額は2,073,819円です。

去る12月９日
（月）
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しました。
この心身障がい者（児）
の集いは、
12月１日から12月31日ま
で行なわれた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、
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ました。
対象者は、袖ケ浦市内在住で身体障害者手帳又は、療
育手帳所持者で、
今年は33名の方が参加され、
8名のボランティアの方の協力を得て実施し
ました。
今年は、
レクリエーションの中にチーム皆で考えるもの、
皆で協力するものを取り入れ、
同じ
テーブルになった参加者同士で考えることによりチーム全員で悩み、語り合い、懇
親を深めていただきました。

助け合う 一人一人の 心がけ
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森下 陽香

期間：平成25年
12月１日〜
12月31日

100,000

優秀賞

昭和小学校 ６年

平成 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︒
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金額
（円）
100,000
10,000
12,814
50,000
17,348
203,224
13,000

袖ケ浦市心身障がい者（児）の集い開催!!

☆初めて会った人と、久しぶりに会った友人と楽しい時間を過ごしました☆

※受付は15：30まで

団体・個人名
（敬称略）
袖ケ浦地区貸衣裳運営委員会
袖ケ浦市更生保護女性会
サンマ会
袖ケ浦ライオンズクラブ
たちばな会
社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 ふれあい祭り
袖ヶ浦ゴルフ愛好会
東京ガス㈱袖ケ浦工場
東京ガス労働組合エネルギー生産本部支部袖ケ浦連絡会
東京ガス袖ケ浦工場安全衛生協力会
童謡を歌う会「さくらんぼ」
（20周年）
板橋 明
君津市農業協同組合 袖ケ浦地区農業まつり
住友化学労働組合 千葉支部
匿名
（1名）
合
計
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年を迎えて

袖ケ浦市では、
地区社会福祉協議会と連携し、
毎
月
（７
・
８
・
９月を除く）第３水曜日に地区社会福祉協議
会で実施している給食サービス
（地区により配るもの
が異なる）
のお弁当等をひとり暮らし高齢者に配り、
ひ
とり暮らし高齢者の生活状況等を把握し、
ひとり暮ら
し高齢者の見守り活動を行っています。
また、地域住民から寄せられた相談に対し、関係
機関と連携をとり相談ごとが良い方向へ向かうよう相
談援助活動を行っています。
その他に袖ケ浦市民生委員児童委員協議会
の中に「高齢者部会」
「障害者部会」
「子ども部会」
「災害対策部会」の各部会において民生委員児童
委員の知識向上及び袖ケ浦市の福祉向上に向け
て研修、
意見交換会など実施しています。

榎本 淳二郎
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本年も︑﹁袖ケ浦市地域福祉活動計
画﹂の基本理念である﹁市民皆が支えあ
い︑一人ひとりが安心して健やかに暮ら
せるまち﹂を目指し︑地域住民︑自治会︑
地区社会福祉協議会︑民生委員児童委員
協議会︑ボランティア団体︑関係機関等
との更なる連携を図り︑地域福祉活動へ
の住民の参加を促進するとともに︑社会
福祉協議会の機能強化に努め︑なお一層
努力いたす所存でございますので︑格別
のご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます︒
結びに︑皆様の益々の御多幸と御健勝
を心から御祈念申し上げ︑新年のごあい
さつといたします︒

袖ケ浦市の民生委員児童委員の活動について
一部をご紹介します。

社会福祉法人袖ケ浦市
社会福祉協議会 会長

平成

が図られるように支援します。
⑥生活支援のはたらき
住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体
制をつくっていきます。
⑦意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりま
とめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関な
どに意見として提起します。
なお、民生委員児童委員には、担当地域が決めら
れており、
お住いの地域の民生委員児童委員がご相
談に応じますのでご相談事がございましたら、地域の
民生委員児童委員へご連絡をお願いいたします。

年頭のごあいさつ

い しょく

133

新年明けまし
ておめでとうご
ざいます︒
平成 年の新
春を迎え︑市民
の皆様に謹んで
新年のご挨拶を申し上げます︒
また日頃より地域福祉向上のため︑社
会福祉協議会活動の推進にご協力を賜り︑
深く感謝申し上げます︒

民 生 委 員・児 童 委 員 をご存知ですか？
民生委員児童委員は厚生労働大臣より委嘱され
た「地域における相談・支援の制度的ボランティア」
です。平成25年12月１日に民生委員児童委員の改
選があり、袖ケ浦市では、87名（民生委員児童委員
80名、
主任児童委員７名）
で活動しています。
民生委員児童委員は、
民生委員法第１条に「常に
住民の立場に立って相談に応じ、
必要な援助を行う」
と規定されているとおり、社会奉仕の精神をもって住
民の立場に立って相談に応じたり、
住民が尊厳をもっ
てその人らしい自立した生活ができるように支援を行
うことにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域
社会づくりを目指します。
また、
民生委員児童委員が活動する中で７つのは
たらきがあります。
①社会調査のはたらき
担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に
把握します。
②相談のはたらき
地域住民が抱える問題について、相談相手の立
場に立ち親身になって相談に応じます。
③情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、
その内容や
情報を住民に的確に提供します。
④連絡通報のはたらき
住民が個々の福祉需要に応じた福祉サービスが
得られるよう関係行政機関等に連絡し、必要な対
応を促すパイプ役をつとめます。
⑤調整のはたらき
住民の福祉需要に対応し、
適切なサービスの提供

VOL.

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

ボランティアは 「会社人」から
「社会人」への入り口
「いろんな活動するうちに、地域の人たちとの交流が広
がっていくのが楽しいんですよ」
とはボランティア歴７年の北
村さん。今回は12月9日に開催された「袖ケ浦市心身障が
い者（児）
の集い」のボランティアに参加しました。定年退職
の数年前から自治会の役員や社会福祉施設での行事の
お手伝い、
社会福祉協議会が実施する移送（病院等への
送迎）事業の運転ボランティアをやっています。
北村幹夫さん
「みんな学校を卒業して会社に入ったら『社会人』とい
（66歳・蔵波台在住）
うけれど、それは『会社人』になったということ。地域で
活動して初めて『社会人』だと思います。」と語ってくれました。

「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 社会福祉協議会
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2014年（平成26年）1月15日
ボランティア登録数
（平成25年10月1日現在）

●個人ボランティア：
238名

No.170

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

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」

※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。

ありがとうございました
ありがとうございました

３月６日（木） ボランティア
ティ
ィア
開 催 ステップアップ講座
ステップ
プアップ講
講座
ボランティア活動をしている方の、ステップアップ講座を開
催します。
さらなる活動の飛躍のために、是非ご参加ください。
日
時 3月6日（木）午後1時〜4時
講
師 日本ケア・カウンセリング研究所
所長 品川博二氏
場
所 社会福祉センター大会議室（袖ケ浦公園前）
対
象 市内在住または市内で活動しているボランティア
これからボランティアを始めたい方
定
員 30名（先着順）
参 加 費 無料
申込期限 2月14日（金）
申込・問合せ
ボランティアセンター

参加者
募集中!!

音訳ボランティア入門講座

どうしたらわかりやすく意味を伝えることができるのか。
音訳について、基礎から学んでみませんか。
日
時 2月10日・17日・24日・3月3日
（毎週月曜日・全４回）
午前9時30分〜11時30分
3日目の午後に、録音の体験となります。
場
所 社会福祉センター大会議室（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 市内在住・在勤の方で、音訳ボランティアに興味・関
心があり、受講後活動の意志がある方。
定
員 20名（先着順）
受 講 料 無料
申込締切日 2月5日（水）
申込・問合せ ボランティアセンター

赤い羽根共同募金災害義援金報告
寄せられた義援金は、
共同募金会を通じて被災地へ送られます。
団体・個人名（敬称略） 金額（円） 募集期間
6,196

東日本大震災

市民音楽フェスティバル

5,782

＜期間＞
10/1〜12/31

第26回市民会館まつり
実行委員会

8,611

童謡を歌う会
「さくらんぼ」
（20周年）

3,000

平岡公民館

1,065

茂原市台風26号

フィリピン台風
30号

社会福祉センター 募金箱
第68回袖ケ浦市
音楽協会定期演奏会

3,617

市民音楽フェスティバル

5,393

髙橋 優紀

3,000

匿名（1件）
合

650

計

H26.3.31
まで

いつも散歩の時に会う
民 生 委 員 児 童 委 員さ
んには元気をもらって
るよ。今回配布しても
らった見舞品はおいし
くいただいたよ。
（蔵
波在住・Oさん男性）

受

け

取った方よ
り

開催場所

嬉泉福祉交流センター（袖ケ浦のびろ学
園・ひかりの学園）
（下新田1680）
募集人数 10名
そ の 他 昼食あり・袖ケ浦公園駐車場と長浦駅前
から無料送迎バスあり
募集期限 2月19日（水）
申込・問合せ ボランティアセンター

ひとり暮らしで自分ではなかなか用意できないので、
お正月用品が届いて本当に助かりました。持ってき
てくれた民生委員児童委員さんは、いつも声をかけ
てくださったり、訪問して話をしてくださったりと、お
世話になっていて、
「困ったときにはいつでも声をか
けて」と言ってもらえるのが、本当に有難く、うれしく
思っています。
（浜宿団地在住・Nさん女性）

ありがとうございました
明治安田生命保険相互会社様より、袖
ケ浦市内の福祉施設で役立ててほしいと、
雑巾200枚を寄贈いただきました。
袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協
議会を通じて市内の福祉施設
に配布し、大切に使わせていた
だきます。

困ったときはお互い様だから、
災害義援金を寄付し続けています
東日本大震災の際、習っていた太鼓のグループで
義援金を集めたことがきっかけで、毎月のお小遣い
などからコツコツと専用の募金箱で災害義援金を
貯めて寄付しています。これまでに東日本大震災に
15,900円、フィリピン台風災害支援金に3,000円を
送りました。
「困ったときにはお互い様だから、今困っている
人を助けてあげれば、いつか自分が困ったときに助
けてもらえると思うから」と髙橋くん。

将来の夢は「ディズニー
リゾートで働く人か、国会
議 員 」とのこと。理由は
「お客さんを喜ばす仕
事か、日本を動かし
てもっといい国に
したいから」と笑
顔で語ってくれま
した。

髙橋

（蔵

波

小

優

受付終了

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）
受付終了

5,000
42,314

※東日本大震災義援金は、震災後からの累計額は1,743,124
円です。

●おしゃべりサロン「ひびき」
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩）

市内の70歳以上のひとり暮らし高齢者の方637世帯に
お正月用品（煮豆・佃煮・ようかん等）をお配りしました。

くん
）
6年

第68回袖ケ浦市
音楽協会定期演奏会

歳末たすけあい募金は
袖ケ浦市内で活かされています

紀

義援金種類

）

のお

12月1日開催の
おばあちゃん
の会

販売手伝いボランティア

毎年恒例、バザーが大人気の地域交流イベントです。
お祭りの雰囲気を楽しみながら、ボランティアしま
せんか。ボランティア活動後には、バザーをお楽しみい
ただけます。
活動内容 バザーでの販売手伝い
日
時 3月2日（日）
午前９時30分集合 午後1時解散
（バザー開催時間：午前 10 時〜午後 3 時）

（

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体、個人1名

「みんなと話すと元気になるの」と地 域
寺での法要時に近所のおばあちゃんが話
していたことが心に残り、外に出たり、
近所の人とおしゃべりをしたりする機
会の少なくなったおばあちゃんたちに、
「もっと元気になってもらいたくて」
この会を立ち上げたという代表の山
本美津子さん。
山本さんが絶対の信頼を置くご近
所の方々と協力して、平成24年5月か
ら下新田に住む80歳以上の方を自治
会館にお招きして、おしゃべりをした
り、歌を歌ったり、体操をしたりする会を年に3回ほ
ど開いています。
開催を心待ちにしてくださる参加者も増え、ス
タッフとして運営を手助けしてくれている方のご兄
弟が手作りしてくれたバッグなどのプレゼントや地
域の方からのご芳志品を受けることもあり、会を重
ねるごとに目に見えない絆も広がっているようです。

下新田おばあちゃんの会

の
で

嬉泉祭りバザー

元気なうちにたくさん喜んでもらいたい

●登録ボランティア団体：
61団体

平成25年11月1日〜11月30日（順不同・敬称略）
中友忠 石渡榮 佐久山武夫 鴨川重實 北村幹夫 髙橋史紀 長嶋一浩 山本美津子 今津 小坂井直美 松田トメ子
小林佐千子 根津佳年 三股道子 西沢芳夫 髙𣘺佳代子 石渡美紀子 神納区出津分区三班Ｂ 手話サークル「めだかの会」
福祉作業所 袖ケ浦公園管理事務所 長浦マンドリンアンサンブル 特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑 蔵波台つくも会
袖ケ浦クリーンアップ 県営ゆうしん会 八ツ手Ｇ 匿名14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。

日時 1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
日時 2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
問合せ ボランティアセンター

