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袖ケ浦市社会福祉協議会広告募集について（有料）
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9月15日発行号
申込期限 平成22年7月15日（木）
※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

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22年2月〜3月（順不同）
企業・団体・氏名（敬称略）
匿名
新星会
袖ケ浦ワークスリサイクル
うき船
長浦さつき台長寿会

金額（円）
2,616
20,000
200,000
6,800
8,729

匿名

50,000

匿名

10,000

職員会（KFGC）

11,800

東京電力株式会社袖ケ浦火力発
電所安全推進協議会
匿名
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結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品を進呈いたします。
へのへのもへじ
本年度の対象は、昭和35年9月1日から昭和36年8月31日に婚姻され、ご夫婦
ともに健在で市内に居住している方（昭和35年9月1日以前に婚姻され金婚祝品
進呈を受けられていない方も対象）です。
該当する方は、8月13日（金）までに袖ケ浦市社会福祉協議会まで戸籍謄本（発行から3ヶ月
以内）とご夫婦の氏名（ふりがな）
、現住所、電話番号を書面にて持参又は郵送ください。
記念品は、各地区の敬老会の会場にて進呈いたします。
申込・問合せ 〒299-0256 袖ケ浦市社会福祉協議会 飯富1604（袖ケ浦公園前）163-3888

150,000
2,000
10,000

ボランティアを始めたい方、さらに違った分野にチャレンジしたい方
を対象に入門コースを開講します。
昨年度も多くの方が受講し、ボランティアデビューをしました。
お気軽にご参加ください！
■日程表（全6回）

場
所
対
象
参 加 費
定
員
申 込 期 限
申込・問合せ

袖ケ浦市社会福祉センター 他
市内在住・在勤の方
無料
30名（先着順）
6月4日（金）
袖ケ浦市ボランティアセンター
163-3988（直通）
・3888（代表）

日 時
場
内

所
容

入場券

目

次

Ｐ1 ゆりりぃのボランティア入門コース、第15
回ボランティアチャリティーショー
Ｐ2 会費の協力をお願いします、袖ケ浦市社会
福祉協議会事業計画、一般会計予算内訳
Ｐ3 ファミリーサポートセンター、平成22年
度手話講習会開催、新任民生委員・児童委
員紹介、ボランティア募集
Ｐ4 寄付のお礼、有料広告募集、金婚式、お知
らせ

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。

主
後

催
援

問合せ

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」

※都合により日時が変更になる場合があります。

6／11（金）

「ボランティアの基本を学ぼ
午後1時30分〜
午後3時30分 う」

7／9（金）

午後1時30分〜
「高齢者の気持ちになって」
午後4時00分

9／10（金）

午前10時00分〜 「知的障がい者との交流を通し
午後3時30分 て」

10／8（金）

「身体に障がいを持つというこ
午後1時30分〜
午後4時00分 と」

11／19（金）

「視覚障がい者の生活につい
午後1時30分〜
午後4時00分 て」

12／10（金）

「探してみよう！私にできるボ
午後1時30分〜
午後4時00分 ランティア」

平成22年5月23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、踊り等
★お楽しみ抽選会もあります。
1,000円（収益金の一部を社会福祉協議会に寄付しま
す。
）
※入場券は下記問合せ先にて販売中。当日券もありま
す。
袖ケ浦市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・
袖ケ浦市教育委員会
袖ケ浦市ボランティア
連絡協議会事務局
（袖ケ浦市ボランテ
ィアセンター内）
163-3988

「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・問合せ 社会福祉協議会 163-3888
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「私たちの街」を「人にやさしい街」に…

地域福祉のために
地域福祉のために
地域福祉のために
地域福祉のために
地域福祉のために
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
お願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。
社会福祉協議会は、地域のみな
さまと相互に協力しあい、子ども
からお年寄りまで、住み慣れた地
域で充実した生活を送ることがで
きるよう、様々な福祉サービスを
行っている団体です。
事業を行う費用は、皆さまから
よせられた寄付金、赤い羽根共同
募金配分金、補助金、委託金に加
え、現在、市政協力員（区長、分区
長、自治会長）
を通じてお願いして
いる会費を財源としております。
より一層の地域福祉の充実のた
め会員としてご支援をお願いいた
します。
また、会社等の各種法人による法
人会員のご支援も併せてお願いい
たします。
※区、自治会に加入されていない方は、
社会福祉協議会、市地域福祉課、各行
政センターで受付を行っております。

会
◇一般会員
◇賛助会員

費
一口 0,500円
一口 1,000円

平成22年度

袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画
◆基本方針 本会は、社会福祉法に規定され
た公共性の高い団体として、地域住民の参加を
促進し、行政機関、福祉関係団体等と連携を深
め、袖ケ浦市における社会福祉事業及び地域の
社会福祉に関する活動を促進し地域福祉の推
進を図ります。
◆基本目標 本会は、地域福祉活動計画に基
づく「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」を基本理念とし、市
民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安
心して自由で個性豊かな生活ができる地域社
会を実現するため、第１に障害の有無や性別、
年齢等の違いを認め合える全ての個人の人間
性を尊重する。第２に市民や団体、地域の人々
が福祉活動を理解し、市民参加の協働による助
け合いのまちをつくる。第３に活力ある社会福
祉協議会をつくるため、組織基盤、財政基盤の
強化を図ることを基本視点とし、次の基本目標
を掲げ地域福祉を推進します。
基本目標1 社会福祉協議会の基盤強化の推進
基本目標2 支えあいの福祉ネットワークの推
進
基本目標3 福祉サービス事業の充実
基本目標4 広報・啓発・相談事業の充実
基本目標5 生活援助活動の充実
基本目標6 福祉諸団体支援の推進
基本目標7 施設の管理運営の推進

＊公務員の方のいる世帯

◇特別賛助会員

一口

2,500円

＊袖ケ浦市職員で課長職以上の方のいる世帯等

賛助・特別賛助会員は対象者の方
のご賛同をいただけた方にお願い
しています。
◇法人会員
一口 10,000円

社会福祉法人

◆重点事業 本会では、平成22年度より地域
福祉活動計画が5箇年間で実施されることに伴
い、本年度は特に次のことを重点に事業運営を
行っていきます。
社会福祉協議会の基盤強化の推進について、
社会福祉協議会が広く福祉事業を推進するた
めには、組織基盤の強化が重要になります。社

会福祉協議会が積極的に活動を推進するため、
市民や関係者の理解を得ながら自主財源の確
保を図るとともに、社会福祉協議会組織体系及
び事務の改善見直しを図るため、組織等検討委
員会を設置し組織基盤の強化を図ります。ま
た、住民の自主的な参加、協働体制が重要であ
るため、地区社協をはじめ民生委員児童委員、
各福祉団体、関係組織、行政等との連携をより
一層深め、広く市民から信頼される「社協」とし
て、地域福祉の推進を果たして参ります。
支えあいの福祉ネットワークの推進について
は、地域ごとの助け合い活動が大きな役割を担
っています。社会福祉協議会はその担い手とな
るボランティア等への活動支援としてボランテ
ィア団体や個人活動者の組織の確立及び連携
を図るとともに、近年関心が高まってきている
災害への対応として、災害ボランティアセンタ
ーを設置し、災害時に高齢者や障害者等の要援
護者を支える仕組みづくりの構築に向けた準備
に取組みます。地区社協活動の発展強化を図る
ために専任職員を配置し、地区社協活動の充実
及び運営体制の強化を図ります。また、年々独
居高齢者や高齢化率の上昇、制度の狭間に存在
する様々な福祉課題への対応が求められてい
るため、有償生活支援事業等の検討を行い、多
様な福祉ニーズへの対応の準備に取組みます。
生活援助活動については、近年の経済情勢を
反映し、失業等による経済面での生活が困難な
方の相談が増えてきている中で、生活福祉資金
相談員を配置し、窓口相談体制の強化を図りま
す。
施設の管理運営については、本会が指定管理
者として管理する社会福祉センター、福祉作業
所、老人福祉会館の3施設については、引き続
き市民にとって利用しやすい施設運営に
努めます。
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ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンター

〜伝え合う喜びを感じてみませんか〜

平成22年度手話講習会開催

入会説明会、基礎研修会
のお知らせ

手話に関する初歩的な知識と技能を習得する講習会
を開催します。
時 平成22年5月19日（水）
千葉県聴覚障害者協会より講師及び登録通訳者を派
7月 8 日（木）
遣していただき講義2回・実技8回の全10回の講座と
入会説明会10時30分〜11時30分
なっています。
（提供または利用会員希望者）
手話を学び聴覚障がいについて理解を深めましょう。
基礎研修会13時〜15時30分
（提供会員、両方（提供と利用）会員希望
講 習 日 程 7月28・30日
者）
8月4・6・11・13・18・20・25・27日
場
所 5月19日…（両会とも市民会館）
（全10回）
7月 8 日…（両会とも根形公民館）
時
間 午前9時30分〜11時30分
会員の条件
場
所 袖ケ浦市社会福祉センター
利用会員：市内在住・在勤で、生後6ヶ月〜小学校ま
飯富1604（袖ケ浦公園前）
での子どもの保護者の方で子育ての援助
内
容 初級レベル（初心者向け）
を受けたい方
対
象 市内在住・在勤の方
提供会員：市内在住の方で、援助活動が出来る方
募 集 人 員 30名（定員に達し次第、締め切らせて頂
（基礎研修を受けていただきます）
きます）
参加を希望される方は、会の前日17時までに電話に
受 講 料 無料（但しテキスト代は自己負担）
てお申し込みください。
申 込 方 法 電話でお申込みください。
※7月8日の際に託児を希望される方は10日前まで
申 込 期 限 6月30日（水）
にセンターまでお申込みください。
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会
また、入会説明は、随時ファミリーサポートセンタ
163-3888
ーでも行いますので、お気軽にご相談ください。
申込・問合せ 袖ケ浦市ファミリーサポ
ートセンター
三ツ作855番地2（旧JA
4月1日付けで厚生労働大臣から委嘱を受け、次の各地区で活動いたします。
根形支所2F）
1・Fax 64-3115
日

新任民生委員・児童委員紹介

長浦5丁目地区
ひ だ か

日

よしひさ

良久

迎村・渋田・白根・
上久保田地区
と き た

あ つ こ

時田 厚子

上宿・中川団地地区
さ

く

ま

主任児童委員
長浦地区

ゆ う じ

佐久間 祐志

まつもと

き ぬ こ

松本 絹子

運転が好きな方 または 人と話すのが好きな方大募集!!
社協では、ご自分で病院などに行くことが難しい高
齢者や障がいをもっている方を、ボランティアが送迎
する事業を実施しています。
募集内容・運転ボランティア……運転免許を取得して
3年以上が経過している方（実務教習を活動
前に受講していただきます。次回講習は6
月の予定です）
・付添ボランティア……ご利用者様の受診の
際、車の乗降や受付などのお手伝いをした
り、話し相手になっていただきます。
活動時間 いずれも、月に1、2回程度、ご都合のよい

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。

日（平日）に3時間
から4時間程度の
活動です。
活動場所 袖ケ浦市社会福祉センターに集合して、社
協の車にて市内の利用会員宅から病院等へ
送迎していただきます。行先は袖ケ浦市、
木更津市、市原市です。
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）
10438-63-3888
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「私たちの街」を「人にやさしい街」に…

地域福祉のために
地域福祉のために
地域福祉のために
地域福祉のために
地域福祉のために
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
会費の協力を
お願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。
社会福祉協議会は、地域のみな
さまと相互に協力しあい、子ども
からお年寄りまで、住み慣れた地
域で充実した生活を送ることがで
きるよう、様々な福祉サービスを
行っている団体です。
事業を行う費用は、皆さまから
よせられた寄付金、赤い羽根共同
募金配分金、補助金、委託金に加
え、現在、市政協力員（区長、分区
長、自治会長）
を通じてお願いして
いる会費を財源としております。
より一層の地域福祉の充実のた
め会員としてご支援をお願いいた
します。
また、会社等の各種法人による法
人会員のご支援も併せてお願いい
たします。
※区、自治会に加入されていない方は、
社会福祉協議会、市地域福祉課、各行
政センターで受付を行っております。

会
◇一般会員
◇賛助会員

費
一口 0,500円
一口 1,000円

平成22年度

袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画
◆基本方針 本会は、社会福祉法に規定され
た公共性の高い団体として、地域住民の参加を
促進し、行政機関、福祉関係団体等と連携を深
め、袖ケ浦市における社会福祉事業及び地域の
社会福祉に関する活動を促進し地域福祉の推
進を図ります。
◆基本目標 本会は、地域福祉活動計画に基
づく「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」を基本理念とし、市
民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安
心して自由で個性豊かな生活ができる地域社
会を実現するため、第１に障害の有無や性別、
年齢等の違いを認め合える全ての個人の人間
性を尊重する。第２に市民や団体、地域の人々
が福祉活動を理解し、市民参加の協働による助
け合いのまちをつくる。第３に活力ある社会福
祉協議会をつくるため、組織基盤、財政基盤の
強化を図ることを基本視点とし、次の基本目標
を掲げ地域福祉を推進します。
基本目標1 社会福祉協議会の基盤強化の推進
基本目標2 支えあいの福祉ネットワークの推
進
基本目標3 福祉サービス事業の充実
基本目標4 広報・啓発・相談事業の充実
基本目標5 生活援助活動の充実
基本目標6 福祉諸団体支援の推進
基本目標7 施設の管理運営の推進

＊公務員の方のいる世帯

◇特別賛助会員

一口

2,500円

＊袖ケ浦市職員で課長職以上の方のいる世帯等

賛助・特別賛助会員は対象者の方
のご賛同をいただけた方にお願い
しています。
◇法人会員
一口 10,000円

社会福祉法人

◆重点事業 本会では、平成22年度より地域
福祉活動計画が5箇年間で実施されることに伴
い、本年度は特に次のことを重点に事業運営を
行っていきます。
社会福祉協議会の基盤強化の推進について、
社会福祉協議会が広く福祉事業を推進するた
めには、組織基盤の強化が重要になります。社

会福祉協議会が積極的に活動を推進するため、
市民や関係者の理解を得ながら自主財源の確
保を図るとともに、社会福祉協議会組織体系及
び事務の改善見直しを図るため、組織等検討委
員会を設置し組織基盤の強化を図ります。ま
た、住民の自主的な参加、協働体制が重要であ
るため、地区社協をはじめ民生委員児童委員、
各福祉団体、関係組織、行政等との連携をより
一層深め、広く市民から信頼される「社協」とし
て、地域福祉の推進を果たして参ります。
支えあいの福祉ネットワークの推進について
は、地域ごとの助け合い活動が大きな役割を担
っています。社会福祉協議会はその担い手とな
るボランティア等への活動支援としてボランテ
ィア団体や個人活動者の組織の確立及び連携
を図るとともに、近年関心が高まってきている
災害への対応として、災害ボランティアセンタ
ーを設置し、災害時に高齢者や障害者等の要援
護者を支える仕組みづくりの構築に向けた準備
に取組みます。地区社協活動の発展強化を図る
ために専任職員を配置し、地区社協活動の充実
及び運営体制の強化を図ります。また、年々独
居高齢者や高齢化率の上昇、制度の狭間に存在
する様々な福祉課題への対応が求められてい
るため、有償生活支援事業等の検討を行い、多
様な福祉ニーズへの対応の準備に取組みます。
生活援助活動については、近年の経済情勢を
反映し、失業等による経済面での生活が困難な
方の相談が増えてきている中で、生活福祉資金
相談員を配置し、窓口相談体制の強化を図りま
す。
施設の管理運営については、本会が指定管理
者として管理する社会福祉センター、福祉作業
所、老人福祉会館の3施設については、引き続
き市民にとって利用しやすい施設運営に
努めます。
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ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンター

〜伝え合う喜びを感じてみませんか〜

平成22年度手話講習会開催

入会説明会、基礎研修会
のお知らせ

手話に関する初歩的な知識と技能を習得する講習会
を開催します。
時 平成22年5月19日（水）
千葉県聴覚障害者協会より講師及び登録通訳者を派
7月 8 日（木）
遣していただき講義2回・実技8回の全10回の講座と
入会説明会10時30分〜11時30分
なっています。
（提供または利用会員希望者）
手話を学び聴覚障がいについて理解を深めましょう。
基礎研修会13時〜15時30分
（提供会員、両方（提供と利用）会員希望
講 習 日 程 7月28・30日
者）
8月4・6・11・13・18・20・25・27日
場
所 5月19日…（両会とも市民会館）
（全10回）
7月 8 日…（両会とも根形公民館）
時
間 午前9時30分〜11時30分
会員の条件
場
所 袖ケ浦市社会福祉センター
利用会員：市内在住・在勤で、生後6ヶ月〜小学校ま
飯富1604（袖ケ浦公園前）
での子どもの保護者の方で子育ての援助
内
容 初級レベル（初心者向け）
を受けたい方
対
象 市内在住・在勤の方
提供会員：市内在住の方で、援助活動が出来る方
募 集 人 員 30名（定員に達し次第、締め切らせて頂
（基礎研修を受けていただきます）
きます）
参加を希望される方は、会の前日17時までに電話に
受 講 料 無料（但しテキスト代は自己負担）
てお申し込みください。
申 込 方 法 電話でお申込みください。
※7月8日の際に託児を希望される方は10日前まで
申 込 期 限 6月30日（水）
にセンターまでお申込みください。
申込・問合せ 袖ケ浦市社会福祉協議会
また、入会説明は、随時ファミリーサポートセンタ
163-3888
ーでも行いますので、お気軽にご相談ください。
申込・問合せ 袖ケ浦市ファミリーサポ
ートセンター
三ツ作855番地2（旧JA
4月1日付けで厚生労働大臣から委嘱を受け、次の各地区で活動いたします。
根形支所2F）
1・Fax 64-3115
日

新任民生委員・児童委員紹介

長浦5丁目地区
ひ だ か

日

よしひさ

良久

迎村・渋田・白根・
上久保田地区
と き た

あ つ こ

時田 厚子

上宿・中川団地地区
さ

く

ま

主任児童委員
長浦地区

ゆ う じ

佐久間 祐志

まつもと

き ぬ こ

松本 絹子

運転が好きな方 または 人と話すのが好きな方大募集!!
社協では、ご自分で病院などに行くことが難しい高
齢者や障がいをもっている方を、ボランティアが送迎
する事業を実施しています。
募集内容・運転ボランティア……運転免許を取得して
3年以上が経過している方（実務教習を活動
前に受講していただきます。次回講習は6
月の予定です）
・付添ボランティア……ご利用者様の受診の
際、車の乗降や受付などのお手伝いをした
り、話し相手になっていただきます。
活動時間 いずれも、月に1、2回程度、ご都合のよい

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。

日（平日）に3時間
から4時間程度の
活動です。
活動場所 袖ケ浦市社会福祉センターに集合して、社
協の車にて市内の利用会員宅から病院等へ
送迎していただきます。行先は袖ケ浦市、
木更津市、市原市です。
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）
10438-63-3888
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袖ケ浦市社会福祉協議会広告募集について（有料）
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9月15日発行号
申込期限 平成22年7月15日（木）
※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

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22年2月〜3月（順不同）
企業・団体・氏名（敬称略）
匿名
新星会
袖ケ浦ワークスリサイクル
うき船
長浦さつき台長寿会

金額（円）
2,616
20,000
200,000
6,800
8,729

匿名

50,000

匿名

10,000

職員会（KFGC）

11,800

東京電力株式会社袖ケ浦火力発
電所安全推進協議会
匿名

8
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結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品を進呈いたします。
へのへのもへじ
本年度の対象は、昭和35年9月1日から昭和36年8月31日に婚姻され、ご夫婦
ともに健在で市内に居住している方（昭和35年9月1日以前に婚姻され金婚祝品
進呈を受けられていない方も対象）です。
該当する方は、8月13日（金）までに袖ケ浦市社会福祉協議会まで戸籍謄本（発行から3ヶ月
以内）とご夫婦の氏名（ふりがな）
、現住所、電話番号を書面にて持参又は郵送ください。
記念品は、各地区の敬老会の会場にて進呈いたします。
申込・問合せ 〒299-0256 袖ケ浦市社会福祉協議会 飯富1604（袖ケ浦公園前）163-3888

150,000
2,000
10,000

ボランティアを始めたい方、さらに違った分野にチャレンジしたい方
を対象に入門コースを開講します。
昨年度も多くの方が受講し、ボランティアデビューをしました。
お気軽にご参加ください！
■日程表（全6回）

場
所
対
象
参 加 費
定
員
申 込 期 限
申込・問合せ

袖ケ浦市社会福祉センター 他
市内在住・在勤の方
無料
30名（先着順）
6月4日（金）
袖ケ浦市ボランティアセンター
163-3988（直通）
・3888（代表）

日 時
場
内

所
容

入場券

目

次

Ｐ1 ゆりりぃのボランティア入門コース、第15
回ボランティアチャリティーショー
Ｐ2 会費の協力をお願いします、袖ケ浦市社会
福祉協議会事業計画、一般会計予算内訳
Ｐ3 ファミリーサポートセンター、平成22年
度手話講習会開催、新任民生委員・児童委
員紹介、ボランティア募集
Ｐ4 寄付のお礼、有料広告募集、金婚式、お知
らせ

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。

主
後

催
援

問合せ

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」

※都合により日時が変更になる場合があります。

6／11（金）

「ボランティアの基本を学ぼ
午後1時30分〜
午後3時30分 う」

7／9（金）

午後1時30分〜
「高齢者の気持ちになって」
午後4時00分

9／10（金）

午前10時00分〜 「知的障がい者との交流を通し
午後3時30分 て」

10／8（金）

「身体に障がいを持つというこ
午後1時30分〜
午後4時00分 と」

11／19（金）

「視覚障がい者の生活につい
午後1時30分〜
午後4時00分 て」

12／10（金）

「探してみよう！私にできるボ
午後1時30分〜
午後4時00分 ランティア」

平成22年5月23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、踊り等
★お楽しみ抽選会もあります。
1,000円（収益金の一部を社会福祉協議会に寄付しま
す。
）
※入場券は下記問合せ先にて販売中。当日券もありま
す。
袖ケ浦市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・
袖ケ浦市教育委員会
袖ケ浦市ボランティア
連絡協議会事務局
（袖ケ浦市ボランテ
ィアセンター内）
163-3988

「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・問合せ 社会福祉協議会 163-3888

