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訂正してお詫び致します
７月１５日発行の表面の「平成２８年度袖ケ浦市社
会福祉協議会への寄附」の記事で、寄付者の氏
名に誤りがありました。「㈲君津清掃整備工業」
となっているのは、「㈲君津清掃設備工業」の誤
りです。謹んでお詫び申し上げます。

「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）

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

私の手 あなたのためにも はい、どうぞ
平岡小学校 ５年生　時田　悠

第4回 熊本地震義援金報告
（平成28年7月1日～7月31日（順不同)）

個人（敬称略） 金額（円）
髙橋　優紀 4,500 

合　計 4,500 
※震災後からの累計額は331,459円です。

【赤い羽根共同募金】熊本地震義援金平成28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28年7月1日～7月31日
団体（敬称略） 金額（円）

第１０回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ実行委員会 341,356
広栄化学労働組合・広栄化学工業株式会社 35,000
袖ケ浦市民謡舞踊連盟  50,000
匿名（1件） 2,600

合　　　計 428,956
※平成28年度4月からの累計額は663,307円です。

　今年度で１０
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８
日（金）に盛大
に開催されま
した。
　大会は、１７２名の参加をいただき、参加者の方々
が、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、３４１，３５６円を社会福祉協議会へご寄
附いただきました。今後、社会福祉協議会の福祉
事業に役立たせていただきます。
　参加者、実行委員の皆様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。

　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。
ご興味のある方はぜひご連絡下さい。
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。）
※民生委員児童委員及び福祉サービス事業所等に所属している方を
除きます。

※生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が指定する生
活支援員養成研修を受講していただきます。

　認知症カフェのぞみのでは、家族会や関係者
などがボランティアを兼ねて、認知症家族の交流
や相談などを行っています。
個別相談や訪問相談も実施しています。（要予約）
　また、参加を希望される方で交通手段の無い
方への送迎も行っております。
　ご興味のある方はご連絡を下さい。
開催日：毎週火曜日１０時～１５時
場　所：袖ケ浦市のぞみ野５１－８
 ※マルシェ（主婦の店のぞみ野店跡地）の
 　斜向
参加費：無料（お茶菓子を持って参加して下さい）
連絡先：０９０－７４１４－６８７３（高安修蔵）

※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】地域福祉係

【当日参加者人数】

※学年は第８回袖ケ浦市地域福祉
　フェスタ時のものです。

地 区 日 程 場 所 開演時間
昭和 9月19日（月・祝） 市民会館 12：20
長浦 9月19日（月・祝） 長浦公民館 13：00
蔵波 10月30日（日） 蔵波小学校体育館 13：00
根形 9月19日（月・祝） 根形公民館 13：00
平岡 9月19日（月・祝） 平岡公民館 12：30
中川富岡 9月19日（月・祝） 平川公民館 13：00

蔵波コース 長浦コース 久保田コース
16組　61名 15組　58名 14組　53名

合計　172名

敬老会を開催します

第10回袖ケ浦市
福祉チャリティーゴルフ大会開催

日常生活自立支援事業の
生活支援員を募集しています

認知症家族の会
認知症カフェのぞみの

　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

職種・採用人数：常勤臨時職員　１名
業務内容：放課後児童クラブの運営・保育
勤務場所：根形小学校区放課後児童クラブ：
 　袖ケ浦市三ッ作855-2
 中川小学校区放課後児童クラブ：
 　袖ケ浦市横田2211-1
勤務時間：月曜日～金曜日　１３時３０分～１９時００分
 ５．５時間　（祝日・年末年始除く）
 ＊長期休暇期間や一日保育のときは８時間勤務
 （7時30分～19時の間の8時間）
 ＊特別日課などで、下校時間が早くなる場合は
 下校時間により変更あり

受験資格：児童の健全育成に熱意があり、次のいずれか 
に該当する人
①保育士もしくは社会福祉士の資格を有する人　②高等
学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事した人　③幼
稚園や小・中・高等学校などの教諭免許を有する人
＊上記の他　普通自動車運転免許
賃　　金：９７０円/時（健康保険・厚生年金・雇用保険加入） 
 有給休暇有り、規定により交通費の支給有り
試験の方法：面接試験（日時・場所は後日通知）
申込方法：履歴書を郵送又は持参　＊面接の日時・場所 
 については、後日各自にお知らせします。
問合せ：地域支援係

　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。
　心配ごと相談員は民生委員・
児童委員、人権擁護委員、行政
相談委員からなり、相談日には、
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。

日　　時 会　　場
8月18日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

8月25日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

9月1日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

9月8日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

9月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

9月29日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

8月～9月の心配ごと相談 心配ごと相談所とは？

ただし、受付は15：30まで
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ボランティア登録数
（平成２８年7月１日現在）

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」

　内 ボランティア
　連絡協議会加盟団体：
　　22団体、2個人

●個人ボランティア：
282名

●登録ボランティア団体：
59団体

（ ）
※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。

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）　　0438-63-0825201No.

■場　所　『千葉県立清和県民の森』（君津市豊英６６０）
■日　時　９月１８日（日）午前９時～午後３時
 ※雨天中止（悪天候が予想される場合、前日正午に決定します。）
■スケジュール　
９：００　ボランティア　清和県民の森　管理事務所前集合
９：３０　スタッフ・ボランティアミーティング
１０：００　会員　管理事務所前集合
 開会式
 担当の子供と山歩きに行く
１２：００　昼食　バーベキューを召し上がってください。
１４：３０　スタッフ・ボランティアミーティング
１５：００　解散
＊帰りの時間は当日の様子で、多少変更があるかもしれません。

収集ボランティアにご協力ありがとうございました

ボランティアのみなさん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）

平成２８年６月１日～６月３０日（順不同・敬称略）
熊優子　渡邉芳美　滝口英夫　尾形憲司　佐久山武夫　髙橋光正　
鴨川重實　石渡榮　石渡美紀子　吉岡節子　中友忠　髙橋佳代子　
渡辺洋子　根津佳年　相馬政子　大橋壯　河内清　小坂井直美　

西沢芳夫　小島ヨシエ　上嶋那奈
袖ケ浦健康つくり支援センター（ガウランド）　尾張屋木更津店　
関自動車　手話サークル「めだかの会」　日産物流（株）
長浦マンドリンアンサンブル　蔵波台ギターアンサンブル
ファミリーマート長浦店　チヨダウーテ（株）千葉工場

臨海スポーツセンター　特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　みどりの丘
カトレアンホーム　浜宿団地里山を歩く会　（株）三九海陸千葉支店　

蔵波台つくも会　袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所
匿名　１１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。＊＊

にじの会　親子の旅キャンプ
ボランティア募集

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　８月２６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

■活動内容　子どものサポートまたはバーベキューのお手伝い
■持ち物　リュックサック・滑りにくい運動靴（トレッキングシューズ等）・軍手・

飲み物（山歩き用）・汗拭き用タオル・日射、日焼け対策（帽子等）、
虫除け・着替え（前日の天候により、足元が滑りやすいです。必要
な方はご準備ください。）

■その他　○食事、昼食時の飲み物はこちらで準備します。
 ○交通費は上限額2,000円まで、支給させていただきます。
 ○自閉症・障がい者の専門家の方もいらっしゃいますので、安心し
 　てご参加ください。
■募集期限　８月２５日（木）
■主　催　　君津地区自閉症協会（にじの会）
■申込み　　ボランティアセンター　電話６３－３９８８

　今年も“親子の旅”を開催いたします。
　自閉症に興味のある方、ボランティア活動をしてみたい方、自閉症家族と一緒
にわいわいにぎやかに山歩きやバーベキューにご協力いただけませんか！
　多くの方のご参加をお待ちしております。

袖ケ浦学園 秋祭りボランティア募集 東京都千葉福祉園「園まつり」ボランティア募集！！
日　時　平成２８年９月２５日（日）　１２：００～１４：００
 ＊活動時間は、１１：１５～１４：００
会　場　袖ケ浦学園　グランド（雨天時は施設内）
内　容　売店の手伝い、利用者の付き添い、駐車場の誘導　等
その他　当日、一人５００円分の食券を差し上げます。

＊希望者には送迎あり（マイクロバスとワゴン車）
１０：４５発　ＪＲ姉ヶ崎駅東口千葉銀行前
帰りは、秋祭り終了後に姉ヶ崎駅まで送ります。

〈問合せ先〉 袖ケ浦学園　袖ケ浦市上泉１７６７－２１
　電話　０４３８－７５－４５８５　月～金　９：００～１７：００　
　ＦＡＸ　０４３８－７５－７４４５
　締切　平成２８年９月9日（金）

　東京都千葉福祉園（障害者支援施設）では、当園の利用者と地域の皆様との交流を
深める催しとして「園まつり」を開催します。
　当日、利用者に付き添って、一緒に園まつりを楽しんで下さる方、販売等の補助をし
て下さる方を募集します。
日　　時　平成２８年１０月２日（日）　午前９時３０分集合
 （園まつりの開催時間は、午前１０時から午後２時）
場　　所　東京都千葉福祉園（袖ケ浦市代宿８番地）
活動内容　利用者支援・行事補助（販売等）
募集締切　平成２８年９月７日（水）
そ の 他　昼食は、当園で準備いたします。

１年間で集まった収集物は、各団体に寄付させていただきます。
○ペットボトルキャップ・・・・２，１１０ｋｇ
○古切手・・・・・・・・・・・１９．２ｋｇ
○使用済カード・・・・・・・・２５７枚
（テレホンカード、ハイウエイカード、クオカードなど）
○ベルマーク・・・・・・・・・２，３０２枚
※現在プルタブの回収は、しておりません。

平成２７年度収集報告

平成27年度ボランティアセンター活動報告です。
1．ボランティア登録者数　【1，315名】
＊個人と団体の両方に登録している方を含みます。
＊個人ボランティア【304名】 ＊ボランティアセンター登録団体【60団体 1，011名】（内ボランティア連絡協議会加入団体 23団体 1個人）

3．袖ケ浦市社会福祉協議会での事業 合計1,600名（参加延べ人数）

2．施設・通常活動のボランティア紹介 合計1,801名（参加延べ人数）

4．行事・イベントなどの紹介 合計325名（参加延べ人数）

5．広報紙「あつまれボランティア」の発行（年12回）　合計228，000部

施設名 ボランティア内容 活動目安 人数
サニーヒル うたクラブ・レクダンス・傾聴 月1回～月3回 65名
袖ケ浦菜の花苑 洗濯物たたみなど 週2～3回 150名
メディケアーやまゆり 傾聴 月1回 28名
ちいたの平川 傾聴、ヘアカット 月1回～5回 30名
グループホーム憩 傾聴 月1回 45名
グループホームならわの家 利用者対応、お話し相手 週2回、不定期 70名
メディケアーさざなみ 傾聴 月2回 39名
かもめの里 傾聴 月1回 9名
さつき台病院 受付案内、施設手伝い、花壇の手入れ、お話し相手 週4回～5回 256名

東京都千葉福祉園
日中活動

月1回～2回
40名

行事支援 37名
利用者支援 76名

ぽぴあデイサービスセンター 利用者の見守り、散歩の付添い 週2回～4回 65名
袖ケ浦瑞穂 お話し相手、傾聴 月2回 15名
セントケアいわね 傾聴 月1回～2回 10名
みどりの風 傾聴 月1回 35名
みどりの丘 傾聴、囲碁、将棋 月1回～2回 50名

ガウランド 花壇の整備など 週2回～4回 328名
教室参加の子供の保育など 週3回 138名

キッズパレット 子供たちと折り紙を折る 月1回 19名
いきいきクラブ 利用者のサポート 週1回 152名
和心苑 洗濯物たたみなど 週1回 75名
ケアセンターさつき 手話 月1回 12名
本家ちいたの お話し相手、囲碁 月1回～3回 30名
百笑 利用者対応 月3回 7名
かもめメディカルセンター 傾聴 月1回 20名

ボランティア内容 活動目安 人数
移送サービス（運転） 月1回～3回 314名
移送サービス（付添い） 月1回～3回 238名
ほっとテレホン 週1回 46名

ボランティア内容 活動目安 人数
いきいきサロン 週2回 120名
広報の音訳 月2回～5回 468名
古切手の整理広報紙・発送の準備 月1回～4回 414名

○和心苑・夏祭り　
○カトレアンホーム・納涼会
○学童保育つくしんぼクラブ　○児童養護施設びっき・誕生祭
○みどりの風・敬老会　○袖ケ浦学園・秋祭り
○袖ケ浦市戦没者追悼式・高齢者スポーツ大会
○にじの会・にじの会親子のキャンプ　○手をつなぐ育成会・手をつなぐ
育成会お楽しみ会

○福祉作業所・お楽しみ会
○社会福祉協議会・心身障がい者（児）の集い
○東京都千葉福祉園・園まつり　○ぽぴあ・クリスマス会
○袖ケ浦のびろ学園・ひかりの学園・嬉泉祭りバザー


