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世の中には新聞・雑誌・広報紙・インターネットなど、
「目」から得る情報があふれています。視覚障がい者はそ
れらの情報をどのように手に入れればよいのでしょう
か？「音訳」とは「目」で見る情報を声に出して読んで音
声化し、目の不自由な方へ情報をお伝えすることをいい
ます。例えば「2年生と3年生2名が英語でスピーチした」
あなたの頭の中では、スピーチしたのは2名？それと
も3名だったでしょうか。どうしたらわかりやすく、正し
く意味を伝えることができるのか、基礎から学んでみま
せんか。
日時 平成22年2月1日・8日・15日・22日
（毎週月曜日・全4回）
午前9時30分〜11時30分
場所 袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
「広報そでがうら」
「社協だより」などを音訳している音訳グループ「やまゆり」の
飯富1604（袖ケ浦公園前）
録音風景。それぞれ、機械操作、原稿チェック、音読を担当しています。
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」
「社協だより」などの音訳も体験
定 員 20名
受講料 無料
します。
申込期限 平成22年1月25日（月）
対象 市内在住・在勤の方
※定員になり次第締め切ります。

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などを語り合い、傾聴のスキルアッ
プを目指す交流会を開催します。これから傾聴ボランティア
を始めたいという方も大歓迎！お気軽にご参加ください。
日時 平成22年2月24日（水） 午後1時30分〜3時30分
場所 袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
飯富1604（袖ケ浦公園前）
対象 傾聴ボランティア活動者、傾聴ボランティアを始め
たい方
傾聴ボランティア講座を受講したことがある方
参加費 無料
定員 20名
申込期限 平成22年2月17日（水）
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お問い
合わせ

社会福祉協議会では、ひとり
こんにちは!
暮らしの高齢者の方に週に1回
ほっとテレホン
電話で訪問する「ほっとテレホ
です
ン」を行っています。
ボランティアがボランティアセンターから電話をお
かけし、利用者の皆さんと楽しくお話をさせて頂いて
います。ぜひご利用ください！
日時 毎週1回、決まった曜日・時間帯にお電話しま
す。※曜日・時間帯は事前に調整の上、決定致
します。
内容 ボランティアによる電話訪問（自宅で電話を受
けていただき、ご自由にお話ください）
※相談事業ではありません。
対象 市内在住で、ひとり暮らしの65歳以上の方
利用方法 ボランティアセンターへ電話でお申し込み
ください。後日面談に伺い、開始日、利用日時等
を決めさせていただきます。
（ボランティアの都
合等により、ご希望に添えない場合もあります。）

袖ケ浦市ボランティア
センター（袖ケ浦市社協内）

163-3988（直通）
63-3888（代表）

「声の広報紙」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、声の広報紙を作成し、無料で貸し出しています。
申込先・問い合わせ 社会福祉協議会 163-3888
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ただいま
会員
募集中

登録
ファミリーサポートセンター 会員数62名!
クリスマス交流会を実施 （1月5日現在）

12月9日、ファミリーサポートセンターでは、提
供会員・利用会員・両方会員とこれから会員登録を
考えている方が参加して、クリスマス交流会を実施
しました。寒い冬の曇り空の日でしたが、次々と暖
かい服を着た赤ちゃんとともに、会員さんが到着
しました。
皆でプチゼリーの容器やはぎれ、松ぼっくり等で
作った作品を片手にポーズ。すてきな出来映えにみんなニッコリ。
作った作品を片手にポーズ。すてきな出来映えにみんなニッコリ。
作った作品を片手にポーズ。すてきな出来映えにみんなニッコリ。
作った作品を片手にポーズ。すてきな出来映えにみんなニッコリ。
飾りつけをしたクリスマスリースや三角帽子作り
をしたあと、実際に援助を受けた利用会員さんの体験談を聞いたり、自己紹介をしたりしながら茶話会を行いました。会
員さん同士で顔を合わせて話ができたことで、これから利用を考えている会員さんも「とてもいい方ばかりで、安心して
子どもを預けられると思いました」
「顔が見える関係ができてよかったです」とにこやかに語っていました。
●今後の予定
※入会説明は随時
センターでも行っ
ています。
（TEL予約要）

日

時

場

所

内

容

1月19日（火）10：30〜11：30

平川公民館

入会説明会

1月19日（火）13：00〜15：30

平川公民館

基礎研修会

対

象

会員登録希望者
提供会員・両方
会員登録申込者

※事前に参加申し込みをしてください。

申込・問合せ
ファミリーサポートセンター
1・FAX 64-3115
住所：三ツ作855-2
（旧JA根形支店2F）

名幸ヶ丘子育てサロン

平成22年度放課後児童クラブの児童を募集

平岡地区社会福祉協議会では、お子
さん、お母さんお父さんの仲間づくり
の場として、また、子育て情報の提供
の場として子育てサロンを運営してい
ます。絵本やおもちゃなどがあり、子
どもが自由に遊べて、お母さんやお父
さんも一緒におしゃべりなどができる
親と子がほっと一息つける居場所です。
ご参加をお待ちしております。
開催日 毎月第2木曜日（8月はお休み）
時 間 午前10時〜12時
（入退出自由）
会 場 平岡公民館 視聴覚室
対 象 乳幼児（0〜5歳）と保護者
参加費 無料
問合せ 平岡公民館 175-6677

放課後児童クラブでは、保護者の就労等のため放課後に帰宅してもひとりに
なってしまう児童をお預かりする事業を運営しております。
現在、定員に若干名の空きがあるため、入会希望者を随時募集しております。

おもちゃ病院も開設
壊れてしまった「おもちゃ」を無料
（部品代は実費負担）でなおす「おもち
ゃ病院」を子育てサロンの日にボラン
ティアの方が開設しています。壊れて
しまった「おもちゃ」がある方はお越し
ください。
開催日 毎月第2木曜日（8月はお休み）
時 間 午前10時〜午後3時
会 場 平岡公民館
1階会議室

根形小学校区放課後児童クラブ 中川小学校区放課後児童クラブ
対象学年

小学1年生〜4年生

募集人数

両クラブとも若干名

開設場所

三ツ作855-2
（旧JA根形支店1F）

横田2211-1
（旧JA中川支店）

開設時間

放課後〜午後6時
※学校がお休みの日は
午前8時30分〜午後6時

放課後〜午後7時
※学校がお休みの日は
午前8時30分〜午後7時

申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会
飯富1604（袖ケ浦公園前）

163-3888

平日
お忙しい方に ボランティア登録が土曜日にもできます!
朗報!
「休日にボランティアをしてみたいけど、平日は仕事でボラ
ンティアセンターに行けないし…」そんな声にお応えして、下記土曜日にボラ
ンティアを始めたい方のご相談を承ります。
「ボランティアって何？」という方
もお気軽にお越しください。
日
時 平成22年2月13日（土） 午前9時〜12時 ※時間内のご都合の良
い時間をご予約ください。登録には15分〜30分程度かかります。
場
所 老人福祉会館 1階和室（袖ケ浦公園内 飯富2497-1）
内
容 ボランティアを始めたい方のご相談・ご登録を承ります。
申込方法 ボランティアコーディネーターの人数に限りがありますので、事前
に（電話またはFAXにて）ご予約ください。
申込・問合せ ボランティアセンター（平日・午前8時30分〜午後5時30分）
163-3988（直通） 63-3888（代表）
・FAX63-0825（24時間受付）
※当日の連絡先：090-7176-9115（2/13（土）のみ）

そでがうらし社協だよりは、皆さまの会費で発行しております。
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12月8日（火）
、袖ケ浦市老人福祉会館
で障がい者（児）の集いを開催しました。
今年度は総勢68名（ボランティア等含む）
が参加されました。
この事業は、様々な障がいをお持ちの
方が集い、交流を深め社会参加を促進す
ることを目的に開催されるものです。
今年度は、箱の中身当てゲーム、じゃ
んけんゲーム、ビンゴなど様々なレクリ
エーションが行われ、障がいの種別を超えて皆さんが和気あいあいと交流を深めました。
参加者の中には、毎年この行事を楽しみにしてくださっている方もいて、平成21年の締めくくりとして張り切って参加
されていました。また、初めて参加された方からは、最初は緊張したけど楽しく過ごせたという声を聞くことが出来ま
した。今年度はボランティアの方に腹話術を披露して頂くなど、参加された方の思い出に残るような一日となったので
はないでしょうか。皆さんおつかれさまでした！
寒さが一段と厳しくなってきましたが、風邪などお体に気をつけて、今年も元気にお過ごしください。
地域デビュー
講座

一度手話をやってみたけど、その後しばら
く手話から遠ざかってしまった方やもう一度
習った手話を復習したい方を対象とした講習
会を開催します。
講習日程 平成22年2月2・4・9・16・18日
（全5回）
時
間 午前9時30分〜11時30分
場
所 袖ケ浦市社会福祉センター会議室
飯富1604（袖ケ浦公園前）
対
象 社会福祉協議会が主催した手話講
習会（初級）の講座を終了した方、
または若干の手話の知識を有する
方
募集人数 30名
内
容 手話講習会初級コースの復習程度
受 講 料 無料
申込方法 電話にてお申込みください。
申込期限 平成22年1月20日（水）
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会
163-3888

日
場
内

千葉県シニアボランティア研修会
in そでがうら

時 平成22年2月11日（木・祝） 午前10時〜午後3時30分
所 袖ケ浦市民会館 中ホール
容 午 前：講演「シニアボランティアのススメ」
講師 NPO法人笑顔せたがや事務局長
山崎 富一氏
ボランティア活動者による活動発表
午 後：グループワーク（地域活動についての課題や希望
を自由に出し合い、解決や実現に向けてグループ
討議を通じて学びます。）
対
象 定年退職後の新たなライフワークを検討している方
最近地域活動を始めた（予定している）方 他
定
員 60名
参 加 費 100円（昼食代）※昼食は軽食を用意いたします。
申込期限 平成22年2月5日（金）※定員になり次第締め切ります。
主
催 千葉県社会福祉協議会・千葉県ボランティア連絡協議会・
袖ケ浦市社会福祉協議会・袖ケ浦市ボランティア連絡協議
会
申込・問合せ 千葉県社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター
1043-204-6010
FAX 043-204-6015
申込用紙は市ボランティアセンターにもあります。
市ボランティアセンター 163-3988 FAX63-0825
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たくさんのご寄附を
ありがとうございました
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21年10月・11月（順不同）
企業・団体・氏名（敬称略）
花澤ジム
ゆりの里
匿名
平川地区貸衣裳
高瀬正夫
板橋 明
宮石一男
陶芸サークル「陶和」
文化協会クッキングサークル

金額（円）
50,000
15,000
10,000
200,000
100,000
11,321
50,000
6,000
2,000

広告掲載の募集について
社会福祉協議会では、社協だより及び社協ホームペー
ジ上の広告の掲載を募集しております。
掲 載 号 平成22年5月15日発行号
申込期限 平成22年3月15日（月）
※社 協 だ よ り：掲載希望号の2ヶ月前まで
にお申し込みください。
※ホームページ：随時募集中

詳細に関しては下記まで問合せください。
※申込書・様式は社協ホームページ上でダウンロードできます。
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会 163-3888

嘱託職員募集
平成22年4月1日に採用する袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託職員を募集
します。
募集職種 袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託職員
採用人員 2名（放課後児童クラブ事業1名・老人福祉会館及びシニアク
ラブ関係事業1名）
募集資格 55歳未満の方 ※放課後児童クラブ事業については、保育
士、幼稚園教諭、小学校教諭免許のいずれかをお持ちの方
申込方法 市販の履歴書に記入し、
「嘱託職員○○事業採用希望」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。
申込受付期間 平成22年1月15日（金）から1月29日（金）まで（郵送可：必着）
試験の方法 面接試験
試験の日時・場所 後日、各自にお知らせします。
給
与 袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託職員給与規程に基づき支給しま
す。
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会
〒299-0256 袖ケ浦市飯富1604 10438-63-3888

放課後児童クラブ
指導員募集
保護者が就労等のため放課後ひ
とりになってしまう児童をお預か
りする事業の指導員を募集しております。
職
種 放課後児童クラブ指導員
就労内容 小学校1年生〜4年生の児童の保育
就労場所 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）
時
間 午前8時から午後7時の間の8時間以内
※通常は放課後（午後3時頃）〜午後7時です。
賃
金 850円／時 ※規定により交通費の支給有り
条
件 自力通勤のできる方
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会
飯富1604（袖ケ浦公園前）163-3888

そでがうらし社協だよりについてのご意見、ご感想をお聞かせください。

