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敬老会を開催します
70歳以上の方のご長寿を祝し、これからも元気に過ごしてほ
しいという願いを込め、各地区社会福祉協議会主催で敬老会を
開催します。
皆様のお越しをお待ちしております。
【対象者】70歳以上の市民の方
【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
地区名

場所

開催日

開始時間

昭和

市民会館

9月13日
（日）

12：20

長浦

長浦公民館

9月13日
（日）

13：00

蔵波

蔵波小学校

10月18日
（日）

13：00

根形

根形公民館

９月13日
（日）

13：00

平岡

平岡公民館

9月21日
（月・祝）

12：30

中富

平川公民館

９月21日
（月・祝）

13：00

※70歳以上の方へのハガキでの個別通知は行いません。
ご近所・お友達等お誘いあわせのうえ、
ぜひご来場ください。

【問合せ】社会福祉協議会（地域福祉係）

第９回袖ケ浦市福祉
チャリティーゴルフ大会開催

平成27年度 成年後見制度研修会
県民や福祉関係者を対象に、寸劇を通して分かりやすく成年後見制度の
概要や職務を伝え、制度の利用促進や周知を図ります。
日程：平成27年10月4日（日）13時00分〜16時20分
会場：千葉商工会議所「第1ホール」
（千葉都市モノレール葭川公園駅より徒歩約3分）
定員：250名（申込先着順）
申込：申込書をFAXかE-mailで送信（定員を超えた場合のみ連絡します）
締め切り：平成27年9月25日（金）必着
参加費（資料代）：500円
申込書配布場所：各社会福祉協議会、各市町村行政等。
千葉県弁護士会、千葉司法書士会、千葉県社会福祉士会、
千葉市社会福祉協議会、千葉県社会福祉協議会のHPか
らもダウンロードできます。
申込・問合せ先：〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター
TEL 043（204）6012 FAX 043（204）6013
E-mail smile@chibakenshakyo.com

第14回シニアクラブ芸能発表会
シニアクラブ会員が、日頃の練習の成果を発表する
機会となっています。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
日程：９月3日（木）午前10時開演
午後３時45分終演予定
場所：袖ケ浦市民会館大ホール
内容：カラオケ、踊り、詩吟、ダンス等
入場：無料
問合せ：袖ケ浦市シニアクラブ連合会事務局
社会福祉協議会（地域福祉係）

地域ぐるみ福祉推進標語
入選賞

その気持ち、ぼくもいつかは、おん返し
中川小学校 ５年 伊豆

七海

※学年は第７回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

今年度で９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１０日（金）
に盛大に開催されました。
当日は、
１５８名の参加をいただき、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、御園
信夫実行委員長より、
３１８，
６８２円を社
会福祉協議会へご寄附いただきました。
今後、福祉事業に役立たせていただきます。
参加者、実行委員並びにゴルフ場関係者の皆様に
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】
蔵波コース
14組

54名

平成27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２７年７月１日〜７月３１日
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
318,682
広栄化学工業株式会社
50,000
広栄化学労働組合
袖ヶ浦落語同好会
10,000
袖ケ浦市民謡舞踊連盟
50,000
医療法人社団恒久会
40,000
匿名
3,128
合
計
471,810
※平成27年度4月からの累計額は680,564円です。
団体・個人
（敬称略）
物品名
匿名
ハガキ 52 円 ×10 枚

新任民生委員児童委員の紹介
８月１日付けで厚生労働大臣から委嘱を受け活
動いたします。よろしくお願いいたします。
友田 和美
久保田１丁目、
２丁目
（長浦若葉）
、長浦県営住宅

長浦コース
13組
合計

久保田コース

50名

14組

54名

158名

心配ごと相談所とは？
心配ごと相談所で
8月〜9月の心配ごと相談日
日
時
会
場
は、市 内 在 住 の 方を
（木） ・市役所
対象に生活上のあら 8月20日
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
ゆる相談に応じ広く 8月27日（木） ・市役所
地域住民の不安を受 13：00〜16：00 ・平川行政センター
けとめ 、そ の 解 決に 9月3日（木） ・平川行政センター
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
向けて適切な助言を 9月10日（木） ・市役所
行って い ます 。心 配 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
ごと相談員は民生委 9月17日（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター
員・児童委員、人権擁
・市役所
護 委 員 、行 政 相 談 委 9月24日（木） ・平川行政センター
13：00〜16：00
・長浦行政センター
員からなり、相談日に
ただし、受付は15:30まで
は、
１会場につき、
２名
から３名の相談員で対応しています。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。

「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
（地域支援係）
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ボランティア登録数
（平成27年7月１日現在）

●個人ボランティア：
284名
●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
イメージキャラクター
「ゆりりぃ」

No.189

（

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。

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
22団体、1個人

）

講座開催 夏休みボランティア講座

第19回

皆さんのご来場を
お待ちしています。

ボランティアチャリティーショーを
開催します!!
日 時
場 所
内 容

入場券
主 催
問合せ

8月30日
（日）
午前9時50分〜午後3時30分
袖ケ浦市民会館 大ホール
ボランティアによる歌、踊りなどの披露
高校生の演奏や、保育園児による鼓笛の披露などなど
＊お楽しみ抽選会もあります。
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。）
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
ボランティアセンター

日 時 平成27年8月25日
（火）
午前9時40分〜11時
場 所 社会福祉センター大会議室
（袖ケ浦公園前）
及び周辺
内 容
車いすに乗って出かけてみよう!
対象者 市内在住の小学生〜高校生とその家族
＊小学4年生以下は、保護者同伴での参加
定 員 20名
（先着順）
受講料 無料
持ち物 筆記用具・帽子・タオル・飲み物
申込締切日 平成27年8月18日
（火）
申込・問合せ ボランティアセンター

参加者募集!!

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。参加希望される方は、必ず事前にお申込みください。
日 時 9月30日
（水）
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・参加費 20名･無料
申込期限 9月24日
（木）
まで
申込・問合せ ボランティアセンター

袖ケ浦学園
秋祭りボランティア募集

男性用の
衣類
寄附をお の
願 し
い
おります て
︒

袖ケ浦学園からのお願い

サイズ
男性用 L・M
衣類の種類 ズボン
日 時 平成27年9月27日
（日）
（出来ればゴム）
午後12時〜2時
着用可能なものであれば、
＊活動時間は、午前11時15分〜午後2時
会 場 袖ケ浦学園 グランド
（雨天時は施設内） 古着で構いません。
洗濯済みのものをお願い
内 容 売店の手伝い、利用者の付き添い
します。
その他 当日、一人500円分の食券を差し上げます。
○衣類を持ち込む前に、
＊希望者には送迎あり
（マイクロバスとワゴン車）
袖ケ浦学園までご連絡ください。
10:45発 JR姉ヶ崎駅東口千葉銀行前
○連絡・持ち込みについては、月〜金の午前9時
帰りは、秋祭り終了後に姉ヶ崎駅まで送ります。
〜午後5時まででお願いします。
〈問合せ先〉
○衣類の状況によりましては、お引き受けでき
袖ケ浦市上泉1767-21
ないこともございますのでご了承ください。
電 話 月〜金 午前9時〜午後5時
連絡・届け先
0438-75-4585
袖ケ浦市上泉1767-21 電話 75-4585
F A X 0438-75-7445
今までにご協力いただきました皆様、ご協力
担当者 守、関塚
ありがとうございました。
締 切 平成27年8月31日
（月）
ご寄附いただきました衣類につきましては、
〇ホームページもあります。
学園内で有効活用させていただいております。

急 募

社会福祉協議会では、公共交通機関で病院など
に行くことが難しい高齢者や障がいを持っている
方を、自宅から病院などに送迎するサービスです。
【募集内容】
◇運転ボランティア・
・
・利用者の送迎
（社会福祉協
議会の車両を使用）
・運転免許取得後３年以上経過している方
・袖ケ浦教習所にて交通安全講習を受講してから
の活動になります。
※９月に予定しております。
・年齢上限は満70歳までです。
【活動時間】平日の午前９時〜午後４時のうち３〜４
時間程度
【活動場所】袖ケ浦社会福祉センターに集合し、社
協所有の車にて利用会員様宅から病院等に送迎
して頂きます。行き先は袖ケ浦市・木更津市・市原
市です。
【問合せ】袖ケ浦市社会福祉協議会 地域支援係
☎63-3888

収集ボランティアにご協力ありがとうございました
平成27年6月1日〜6月30日（順不同・敬称略）

（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）

土屋則子 小林佐千子 柴崎翔平 木村誠 平井和夫 鴨川重實 石井邦子 髙倉武夫 上嶋那奈 石渡美紀子
中友忠 髙橋光正 河内清 西沢光 髙橋優紀 西村和之 若草東自治会 袖ケ浦クリーンアップ
手話サークル「めだかの会」 更生保護女性会 長浦マンドリンアンサンブル 袖ケ浦ふれあい 蔵波台ギターアンサンブル
臨海スポーツセンター 袖ケ浦ダスキン 特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑 いずみ鮨
JAきみつ介護センター 椎の木グループ 特別養護老人ホームみどりの丘 袖ケ浦市民会館 袖ケ浦市役所
匿名 13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。
＊＊現在プルタブの回収は行っておりません。＊＊

移送サービス
運転ボランティア

ボランティア募集
特別養護老人ホーム 「サニーヒル」
（久保田857-9）
・囲碁、将棋の相手
・洗濯たたみのお手伝い
・行事の際の歌や踊り等を披露して
下さる個人又は団体
活動の時間や内容については、ご相
談下さい。
申込・問合せ ボランティアセンター

●おしゃべりサロン「ひびき」
日時 ８月２８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（ごみ拾い・散歩） 日時 ９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

