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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。

地域福祉活動のために

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、
６９回目を
迎えました。
今年も１０月から１２月に赤い羽根共同募金、
１２月に歳末たすけあい募金が全国一斉に行われます。

共同募金は、事前に地域
内の社会福祉施設や社会福
祉団体、ボランティア団体等
から活動のための資金ニー
ズを取りまとめ、使いみち
の計画を立ててから募金を
行います。

袖ケ浦市の目標額
７７２万円
実績額の７０％が袖ケ浦
市社会福祉協議会へ、残り
の３０％が県内の民間福祉
施設やボランティア団体活
動を支援するために役立て
られています。また、大規模
災害の発生等に対応するた
め、災害等準備金を積み立
てています。

募金運動
①戸別募金
市政協力員を通じご協力をお願いしています。
②街頭募金
市 内 JＲ駅 や 商
業施設等でボラン
ティアの協力を得
て実施しています。
ゆりの里での街頭募金
ドイツ村での街頭募金
③法人募金
企業に募金のご協力をお願いしています。
＊株式会社等、法人からの寄付は、法人税法により「全額損金」とす
ることができます。
④職域募金
官公庁等の従業員の方にご協力をお願いしています。
⑤学校募金
福祉教育の一環として、共同募金の趣旨と「お互いにたすけあうこ
との大切さ」
「社会福祉の必要性」の理解を深めるため、児童・生徒に
ご協力をお願いしています。
⑥歳末たすけあい募金
市内に住む誰もが明るいお正月を迎えられるように、地域で支え合
うための募金です。市政協力員を通じご協力をお願いしています。

袖ケ浦市社会福祉協議会
自動販売機設置情報

本会自動販売機設置状況
○袖ケ浦市健康づくり支援センター「ガウランド」 ９台
○袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」
１台
○ＪＲ袖ケ浦駅北口自転車駐車場前
１台（新規）
○新規自動販売機設置
本会の趣旨にご賛同頂き、自動販売機を設置させて頂ける会社様・商店様を
探しています。収益の一部は、本会が行っている地域福祉事業に役立てられて
います。ぜひ自動販売機の設置にご協力をお願い致します。
・問合先 社会福祉協議会（庶務係）

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
な助言を行っています。
9月〜10月の心配ごと相談日
心配ごと相談員は民
日
時
会
場
生委員・児童委員、人権 9月17日
（木）
・市役所
擁護委員、行政相談委 13：00〜16：00 ・平川行政センター
・市役所
員 からなり、相 談 日に 9月24日
（木）
・平川行政センター
は、
１会場につき、
２名か 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
ら３名の相談員で対応し 10月1日
（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00
・長浦行政センター
ています。
10月8日
（木）
・市役所
相談は、
「 予約不要」
で 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
「無料」です。また、相談 10月15日
（木）
・市役所
内容等については、
「秘密 13：00〜16：00 ・平川行政センター
・市役所
を厳守」いたしますので 10月22日
（木）
・平川行政センター
心配ごと、悩み事があり 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
ましたらご相談ください。 ただし、受付は15：30まで

昭和、長浦、蔵波、根形、平岡、中川富岡の各地区社会福祉
協議会の活動に助成し、
「市民皆が支え合い、一人ひとりが安
心して健やかに暮らせるまち」の実現に取り組んでいます。
お年寄りのために
給食サービス
ひとり暮らしのお年寄りに給食ボランティアによる手
作りの昼食を届けたり、会食して交流を深めています。
敬老会
７０歳以上のお年寄りを対象に市内６地区の公民館や
体育館で実施し、長寿をお祝いします。
金婚祝
結婚５０周年を迎えたご夫婦に敬老会の席上において
祝品を送ります。
障がいのある方のために
心身障がい者（児）の集い
心身に障がいのある方とその家族を老人福祉会館に
招き、ボランティアによる演芸やゲームを行います。
子どもたちのために
子どもたちの健全育成を推進するために各種団体やイベン
ト等に助成を行っています。
・子どもスポーツ大会
・房総こどもかるた大会
・ジュニアリーダースクラブ ・青少年相談員連絡協議会
・私立保育所
等
その他の事業
その他にも共同募金運動に係る広報活動の実施や市内で
災害等に遭われた方への災害見舞、災害ボランティアセン
ター運営に係る物品購入等を行っています。

東京都千葉福祉園

日常生活自立支援事業の
生活支援員を募集しています

ＪＲ袖ケ浦駅北口自転車駐車場前に自動販売機を平成
２７年８月７日（金）に新規設置しました。この自動販売機
の収益の一部は、本会を通じて地域福祉活動に役立てら
ＪＲ袖ケ浦駅北口（海側）に
れています。お近くにお寄りの際は、ぜひご利用下さい。
設置している自販機
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赤い羽根共同募金は地域で活かされています！

赤い羽根 はあなたの
優しさ のシンボルです。
共同募金は
計画募金です。

VOL.

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

袖ケ浦市社会福祉協議会では、もの忘れや知的
障がい、精神障がい等のために、福祉サービスの利
用や日常的な金銭の管理に不安をもっている方を
支援する「日常生活自立支援事業」を行っています。
この事業にご協力いただける方（生活支援員）を募
集しています。
支援内容：福祉サービスの利用に関する相談、利用
料の支払い手続きや生活費の払戻し等の金融機関
の窓口での手続き等
応募要件：高齢者や障がいのある方への福祉活動に
関心のある方（資格や経験は問いません）
活動時間：月に１〜２回（１回辺り１〜２時間程度）
※民生委員児童委員及び福祉サービス事業所等で勤務
している方を除きます。
※登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が実施する生活
支援員養成研修を受講していただきます。

園まつり

日 時
平成２７年１０月４日（日）
1０
：
００〜１４
：
００ 雨天決行
場 所
千葉県袖ケ浦市代宿8 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、ブ
ラスバンド演奏、踊り、模擬店など
ご当地ヒーロー「鳳神ヤツルギ」
も来園！
その他 駐車場につきましては、
係員の指示・誘導に従ってください。
問合先
園まつり 担 当 冨 高 典 之
☎０４３８
（６２）
５３４８
（直通）
とみ たか

のり ゆき

平成２７年度 袖ケ浦市
社会福祉協議会への寄付

敬老会を開催します

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。

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
開催しています。
昭和・長浦・根形地区は９月13日に盛会裏に終了しています。
今後の日程をご案内し、皆様のお越しをお待ちしています。
対象者 70歳以上の各地区住民の方
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
開催日・場所

期間：平成２７年８月１日〜８月３１日
団体・個人
（敬称略）
髙橋 優紀
株式会社黒田不動産鑑定
荏原エリオット構内協力会
匿名
合
計

金額
（円）
3,610
20,000
27,815
219
51,644

※平成27年度4月からの累計額は732,208円です。

団体・個人
（敬称略）

物品名
ハガキ52円×14枚
書き損じハガキ4枚

匿名

地区名

地域ぐるみ福祉推進標語
入選賞

支えあう やさしい笑顔 ぼくのまち

昭和小学校 ６年 伊藤 智咲

※学年は第７回袖ケ浦市地域
福祉フェスタ時のものです。

問合せ

場所

開催日

開演時間

平 岡
中 富

平岡公民館 9月21日
（月・祝）
平川公民館 ９月21日
（月・祝）

12：30
13：00

蔵 波

蔵波小学校

13：00

10月18日
（日）

社会福祉協議会（地域福祉係）

「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.190

※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
◇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活動を
下記の日程で行います。
一緒に、活動を手伝っていただける
ボランティアを募集します。
【実施場所】
日

付

10月1日（木）
10月3日（土）
11月14日（土）

（

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

場

所

時

間

ゆりの里

11:30〜12:30

ダイエー長浦店

16：30〜18：00

袖ケ浦バスターミナル

9:00〜10:00

ゆりの里

11:00〜12:00

東京ドイツ村

15:30〜17:00

・空いている時間でお手伝いください。
１日から活動に参
加できます。
申込・問合せ ボランティアセンター

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。
月１回からの活動で構いません。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
整いたします。
【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月下旬に予定しております。
・年齢上限は満70歳までです。
◇付添ボランティア・
・
・利用者の付き添い 性別・資格は問いません。
・利用者の受診の際に車の乗降や、病院の受付等のお手伝いをしたりお話し相手に
なっていただく活動です。
・年齢の上限は満75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】袖ケ浦市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
送迎していただきます。行き先は袖ケ浦市・木更津市・市原市です。
【問合せ】社会福祉協議会 （地域支援係） 63-3888

第１６回地域福祉を考える集い
日

時 平成２７年１０月１０日
（土）
開場 ９
：
３０ ・ 開演 １０
：
００
場
所 おかのうえ図書館 視聴覚室
演
題 認知症について
「私って認知症…？」
袖ケ浦さつき台病院
認知症疾患医療センター長 細井 尚人 氏
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 入場無料 手話通訳あり
問 合 せ 袖ケ浦ふれあい事務所
電話 ６４−０８０２
ＦＡＸ ６０−８５５３

（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）

平成２７年7月１日〜7月３1日（順不同・敬称略）
相馬政子 石渡榮 鴨川重實 中友忠 太田洋子
櫻山紀子 小川雅子 安達ジュタティップ 川村清和
ヴ・ティ・リン 石渡美紀子 毛原可南子 石井邦子
河内清 横島勇市 千室登 大橋壮 坂元盛寿
在原美鈴 袖ケ浦ふれあい 蔵波台ギターアンサンブル
長浦マンドリンアンサンブル 日産物流（株）東日本支店
手話サークル「めだかの会」 広栄化学工業（株）
広栄化学労働組合 臨海スポーツセンター
蔵波台つくも会 芝崎商事（株）
さつき台訪問看護ステーション 袖ケ浦市役所
匿名 ７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。＊＊

収 集 ボランティア

）

移送サービス 運転・付添ボランティア募集

袖ケ浦ふれあい地域福祉を考える集いを
開催します！
！

収集ボランティアに
ご協力ありがとうございました

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
22団体、1個人

▶お知らせ

長浦マンドリンアンサンブル
第１１回 定期演奏会

２０１５年

１０月１８日（日）
入場無料

指揮 桜井 至誠
１４時開演
（開場１３時３０分）
−演 目−
袖ケ浦市民会館 大ホール
（袖ケ浦市坂戸市場１５６６・℡0438-62-3135） カルメン幻想曲
ローレライ・パラフレーズ
JR袖ケ浦駅より徒歩１５分
シェ
リーに口づけ
主催：長浦マンドリンアンサンブル
涙のトッカータ
後援：袖ケ浦市教育委員会
ひこうき雲
他
問合せ：日笠
（62-6552）
♪ご来場お待ちしております♪

臨時職員募集

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 ２０名
参 加 費 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

職
種
採用人数
受験資格
必要資格
職務内容

ボランティアコーディネーター
1人
65歳未満の方
自動車運転免許
ボランティアの連絡調整、広報紙作成、
講座の開催等 ※ワード・エクセル可能な方
勤務日数 平日週3日程度
勤務時間 8時30分〜17時15分
賃
金 830円／時 ※規定により交通費の支給あり
申込方法 市販の履歴書に記入し「ボランティアコーディ
ネーター希望」と標記のうえ、持参又は袖ケ
浦市社会福祉協議会まで郵送してください。
申込締切日 平成27年9月25日（金）
面接の日時・場所 後日各自にお知らせします。
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会 地域支援係
〒299-0256 袖ケ浦市飯富1604
TEL0438-63-3988

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。

○袖ヶ浦高校
ペットボトルキャップ・
・
・８８.5㎏
ご協力ありがとうございました。
袖ヶ浦高校生徒会の皆さんが中心となり、
１年間集めていただいたペットボトルキャッ
プの寄贈がありました。

○広栄化学工業株式会社 広栄化学労働組合
ペットボトルキャップ・
・
・117.5㎏
古切手・
・
・1.5㎏ ベルマーク・
・
・863枚
プリペイドカード等・
・
・102枚

ご協力ありがとうございました。
会社の皆さんで、
１年間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。

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。
●おしゃべりサロン「ひびき」
日時 ９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
●のぞみ野おひさまくらぶ（ごみ拾い・散歩） 日時 １０月４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

