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赤い羽根募金 は、
みんなの優しさ で成り立っています

165

赤い羽根共同募金は地域で活かされています！
地域福祉活動を推進するために、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や各福祉団体等へ活動助成をし、
「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。

「赤い羽根募金」
は、
「共同募金」
の愛称です。
昭和２２年から
「赤い羽根共同募金運動」
が始まり、 ■ お年寄りのための事業
○給食サービス ひとり暮らしのお年寄りに手作りのお弁当等を届け、見守り
みなさんのやさしい心に支えられて、
７０回目を迎え
活動を行います。
ました。
○敬老会
７
０歳以上の方を対象に市内の公民館や体育館等でお祝いします。
地域内の社会福祉施設や社会福祉団体、ボランテ
○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。
ィア団体等の活動する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っていま ■ 障がいのある方のための事業
す。
○心身障がい者
（児）
の集い
今年も１０月から１２月に赤い羽根共同募金、
１２月
心身に障がいのある方とその家族の交流の場となっています。
に歳末たすけあい募金が全国一斉に行われます。
■ 子どものための事業
○子育てサロン 乳幼児と保護者の仲間作りや情報共有の場となっています。
袖ヶ浦高等学校
（ボランティア同好会）
による街頭募金
■ 各種団体やイベント等に助成
場所：
ＪＲ袖ケ浦駅自由通路
○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
募金運動種類
○私立保育所 等
①戸別募金
（世帯を対象とした募金活動）
■ その他の事業
②街頭募金
（通行人やイベント参加者を対象とした
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
募金活動）
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。
③法人募金
（企業を対象とした募金活動）
▲
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▲社会福祉協議会理事・奉仕者
団体による街頭募金
場所：イオン長浦店（旧ダイエー
長浦店前）

共同募金会のホームページでは、
「赤い羽根データベース
『はねっと』」
で、
共同募金がどのように役立たれているか、詳細な情報を公開しています。
『はねっと』 http://www.akaihane.or.jp
▲

＊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
（官公庁等の従業員を対象とした募金
活動）
⑤学校募金
（児童・生徒を対象とした募金活動）

参加することにより、
「お互いにたすけあうことの大切さ」
「社会福祉の必要性」
を
理解し、福祉の心を豊かにすることができるためにご協力をお願いしています。
※街頭募金場所
（１０月活動予定場所）
日
付
場
所
10月1日
（土）
袖ケ浦バスターミナル
ＪＲ袖ケ浦駅
3日
（月）
ＪＲ長浦駅
9日
（日）
ゆりの里
20日
（木）
イオン長浦店
29日
（土）
もくもくフェスタ
（袖ケ浦公園）

⿒⠀ᩮ3 & #
Ｑ．
赤い羽根を使った募金運動はいつから行われたのか？

時
間
8：00 〜 10：00
6：45 〜 8：15
6：45 〜 8：15
10：00 〜 12：00
16：30 〜 18：00
イベント開催時間

Ａ．
昭和２３年の第２回共同募金運動からです。第一回目はブリキの
バッチを使用しています。
Ｑ．
初めて共同募金運動が行われたのはどこか？
Ａ．
大正２年にアメリカのオハイオ州クリーブランドで実施されています。

日常生活自立支援事業の利用について
判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスが受
けられない方々が、住み慣れた地域で安心していきいきと自
立した生活が過ごせるよう、福祉サービスの利用などに関わ
るさまざまな相談や援助をお手伝いする事業です。
利用対象となる方は、在宅や施設等で生活されている高齢
の方や障がいのある方で、利用に必要な契約内容を説明す
れば理解できる方がご利用いただけます。
◇利用対象者
１．
袖ケ浦市内にお住まいで、高齢・障がい等により、日常的な
金銭管理に不安のある方。
２．
本事業の契約内容や事業内容が理解でき、かつ本人の意
思により利用申し込みをする方。
◇サービス内容
１．
福祉サービス利用援助
・福祉サービスの情報等を提供します。
２．
財産管理サービス
・家賃、公共料金等の支払いや金融機関で生活費等の出
し入れをします。
入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語

思いやり 地域ぐるみで 作ろうよ
蔵波小学校 ６年生 清野 遥加

※学年は第８回袖ケ浦市地域福祉
フェスタ時のものです。

【赤い羽根共同募金】熊本地震義援金
第5回 熊本地震義援金報告（平成28年8月1日〜8月31日（順不同)）
団体
（敬称略）
袖ケ浦市民謡舞踊連盟
合

計

金額
（円）
35,853
35,853

※震災後からの累計額は367,312円です。

敬老会を
開催します

３．
財産保全サービス
・預貯金通帳や各種証書などを貸金庫で保管します。
◇利用料
内

容

福祉サービス利用援助
財産管理サービス
財産保全サービス
年会費
交通費

料
金
1時間未満500円
（以降30分
を超えるごとに500円加算）
1時間未満500円
（以降30分
を超えるごとに500円加算）
年額3,000円
（月額250円）
年額3,600円
（月額300円）
30分未満無料
30分〜1時間未満500円
1時間以上 1,000円

◇紹介等 利用手続きの円滑化を図るため、今後市内各事
業所からの紹介や入所している方等で面接する場合につ
いては、実態把握票/情報提供書を記入していただくことと
なりましたのでご協力よろしくお願い致します。
◇問合せ 地域福祉係

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８月１日〜８月３１日
団体・個人
（敬称略）
医療法人社団恒久会
能満寺
袖ケ浦市商工会青年部
匿名２件
合
計

金額
（円）
団体
（敬称略）
物品名
40,000 シンプレスジャパン（株）
Ｔシャツ
1,500 木更津工場
（３，
４１７枚）
52,508
25,888
※平成28年度4月からの累計額は
119,896
783,203円です。

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。
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

【対象者】70歳以上の市民の方
【主 催】市内各地区社会福祉協議会
【問合せ】地域福祉係
※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。

「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２８年7月１日現在）

●個人ボランティア：
282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」

（

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

No.202

※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。

お知らせ！
！

長浦マンドリンアンサンブル
第１２回 定期コンサート

2016年
１０月９日（日）
入場無料

્ᛢࢸδᇜἁἻἨਦݰՃѪᨼ
業務内容：放課後児童クラブ指導員（小学生の保育）
勤務時間：７時３０分〜１９時００分の間の８時間以内
＊通常は放課後（１４時頃）〜１９時
＊シフト制による勤務（有給休暇あり）
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）
条 件：自力通勤の出来る方
６５歳未満の方
賃 金：８８０円／時 ＊規定により交通費の支給有り
申 込：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

日 時：平成28年10月30日（日）
午前10時30分開場〜午後3時00分
場 所：袖ケ浦さつき台病院
講演会内容：
『大災害に備える 〜特に医療の立場から〜』
午前１０時３０分〜１１時３０分
講師 猪狩 友行 先生
催し物：バザー、模擬店、健康年齢の測定など
問合せ：社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院 ☎62−1113
担当者：安藤（薬剤部）
・白鳥（医療技術部）

収集ボランティアにご協力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7月１日〜7月３1日（順不同・敬称略）
渡辺佳子 中友忠 長嶋一浩 太田洋子 石渡榮
鴨川重實 尾形憲司 滝口英夫 土屋則子 根本英子
髙橋優紀 河内清 西村和之 髙橋俊之 細野喜雄
尾張屋木更津店 ファミリーマート袖ケ浦蔵波店
百目木公園管理組合 長浦駅前５丁目自治会
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
袖ケ浦クリーンアップ 神納蓑和田有志
広栄化学工業株式会社 広栄化学労働組合
東京都千葉福祉園 臨海スポーツセンター
袖ケ浦市役所
匿名 １２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。＊＊

●おしゃべりサロン「ひびき」

）

ボランティア募集

１４時開演
（開場１３時３０分）
袖ケ浦市市民会館 大ホール
指揮 桜井 至誠
（袖ケ浦市坂戸市場１５６６ ☎62-3135）
演目
JR袖ケ浦駅より徒歩１５分
♪英雄行進曲イタリア
♪ラルゴ
主催：長浦マンドリンアンサンブル
♪劇場支配人
後援：袖ケ浦市教育委員会
♪花のまち
問合せ：日笠
（62-6552）
♪ひまわり
ご来場お待ちしております。
♪チャップリン・メドレー 他

さつき会 ふれあい祭り

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
22団体、2個人

◇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

場

依頼時間

10月１日
（土）

袖ケ浦バスターミナル

8：15〜9：45

10月3日
（月）

ＪＲ袖ケ浦駅

6：45〜8：15

10月９日
（日）

ゆりの里

10：00〜11：30

10月20日
（木）

イオン長浦

16：30〜18：00

11月19日
（土）

東京ドイツ村

16：00〜17：30

・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

ͼᎮἮἻὅἘỵỴʩ්˟
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：１０月２０日（木）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：１０月１８日（火）まで
申込・問合せ：ボランティアセンター

ᵏᵎᵍᵏᵆםᵇ

所

−東日本・熊本地震復興支援−
小雨決行
（荒天順延）

ᘨἃිἓἵἼἘỵὊᴾẰỮộᅛụ
場所：袖ケ浦駅北口地域拠点広場
先着2,000名様に焼きさんま無料提供
※無くなった後は、800名様に紅白餅を提供します。

8：00〜 受付・整理券を発行
10：00〜 無料提供開始、袖高吹奏楽、
木高ジャグリング、エアロビクス、フラダンスなど
12：30〜 式典
14：00〜 加藤将貫氏（作曲家）の弾き語り
問合せ：さんま祭り実行委員会 小泉☎６２−２６６０

心配ごと相談所とは？
心配ごと相談所で 9月〜10月の心配ごと相談日
日
時
会
場
は、市 内 在 住 の 方を
・市役所
対象に生活上のあら 9月15日（木）
13：00〜16：00 ・平川行政センター
ゆる相 談に応じ広く
・市役所
地域住民の不安を受 9月29日（木）
・平川行政センター
けとめ 、その 解 決 に 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
向けて適切な助言を 10月6日（木）
・平川行政センター
13：00〜16：00 ・長浦行政センター
行っています。
心 配ごと相 談 員は 10月13日（木） ・市役所
民 生 委 員・児 童 委 員 、 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
人権擁護委員、行政相 10月20日（木） ・市役所
談委員からなり、相談 13：00〜16：00 ・平川行政センター
日には、
１会場につき、 10月27日（木） ・市役所
・平川行政センター
２名から３名の相談員 13：00〜16：00 ・長浦行政センター
で対応しています。
ただし、受付は15：30まで
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。

ἧὊἛἢὅἁẼịᾋԼỉ݃˄ᾍ
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受付期間：平成２８年９月１２日（月）〜１０月３１日（月）
※土日祝を除く
受付時間：９
：
００〜１７
：
００
受付窓口：袖ケ浦市役所（地域福祉課）、ながうら
健康福祉支援室、ひらかわ健康支援
室、袖ケ浦市社会福祉協議会
寄付して頂きたい食品：米、パスタ、乾物、缶詰、
調味料、
レトルト食品、食用油、飲料など
注意点
１ 賞味期限が明記され、かつ受付日から２か月以
上あるもの
２ 常温で保存が可能なもの
３ 未開封であり、破損等で中身が出ていないもの

ிʮᣃҘᓶᅦᅍטᴾᴾטộếụ
日 時：平成２８年１０月２日（日）
１０
：
００〜１４
：
３０ 雨天決行
場 所：千葉県袖ケ浦市代宿8
東京都千葉福祉園
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、模擬店、
利用者カラオケ大会など
オリジナル『福祉園音頭』
も披露
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。
うえむら

はしもと

問合せ：園まつり 担当 上村・橋本
☎６２−５３８２
（直通）

収集ボランティア
○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
…48㎏
古切手…584枚
ベルマーク…94枚
プリペイドカード等
…150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。
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。
ありがとうございました。

日時 ９月３０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

