
1 2016年（平成28年）11月15日

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

編集・発行 HP  http://www.sodegaura-shakyo.jp
ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

※申込・問合せ先が係名となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。

袖ケ浦市
社会福祉協議会
イメージキャラクター
「そでりん」

shakyo
information

VOL.

167

１０：３０～ 社会福祉功労者表彰式
 （市内小学生から募集した地域ぐるみ福祉推進標語の表彰もあります）
１１：１５ 第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開会
１１：２０～ 踊り：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会
 (東京都千葉福祉園・養育園)
１１：３５～ 合唱：中川小学校
１２：００～ 歌、踊り：袖ケ浦市シニアクラブ連合会
１２：２５～ 活動発表：袖ケ浦市ボランティア連絡協議会（手話ダンス虹）
１２：４０～ 踊り：袖ケ浦市ボランティア連絡協議会（ベイスタイルフラ）
１３：００～ 音楽セレモニー：平川中学校吹奏楽部
１３：３０ 閉会（閉会後、お楽しみ抽選会）
※発表時間は多少前後する場合がございますので、ご了承ください。

【１階多目的室】袖ケ浦市ボランティア連絡協議会ＰＲブース
 おもちゃ病院袖ケ浦
 〔※壊れたおもちゃを持参すると直してくれます。（部品代実費負担）〕
 ミニ手芸教室
【１階ホール】各団体ＰＲ（地区社協・シニアクラブ連合会・民生委員児童委員協議会）
【玄関前】テント販売（焼きそば、わたあめ、フランクフルト、焼き芋、クッキー、パン、手芸品など）
 遊びコーナー（輪なげ、竹ぽっくり、スナッグゴルフ体験）
【２階視聴覚室】袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会ＰＲブース
 福祉クイズコーナー
【２階会議室２】頭の元気度測定会
【保育室】授乳室・救護所

「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）

住民参加による地域福祉活動を支援します
地域歳末たすけあい事業 有料広告募集有料広告募集

対象：市内に住所を有する次のいずれかの団体または個人
・ボランティア団体
・障がい者や支援を必要とする高齢者、
　子育て中の親子などを支援する団体（NPO等）
・自治会等から派生したグループ
・障がい者などの当事者団体
・助成対象となる事業を行う個人
助成対象事業：市内で行い、次のすべてに該当する事業
・12月1日～１月31日に市内で行うもの
・高齢者や障がい者、生活困窮者、子育て中の親子を
支援したり、その支援の必要性について住民の理解
を広げるもの、または自らが抱える生活課題の解決
に向けて活動するもの

・参加者を広く一般に募集する事業
・政治・宗教活動・営利を目的としていない事業
助成額：１万円～３万円（参加人数により異なります）
申請方法：指定の申請書を提出してください。
申請期限：11月17日（木）午後5時まで
申込・問合せ：地域福祉係

市社会福祉協議会の広報紙に掲載する
有料広告を募集しています。

　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。

心配ごと相談所とは？
日　　時 会　　場

11月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

11月24日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

12月8日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

12月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

12月22日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

11月～12月の心配ごと相談日

ただし、受付は15：30まで

袖ケ浦市地域福祉事業にご協力にありがとうございます

～平成２８年度法人会員の皆様です～～平成２８年度法人会員の皆様です～

　袖ケ浦市社会福祉協議会は、「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」を目指して、さまざまな福祉サー
ビスを行っています。
　事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根共同募金配分金、補助金に加えて、市政協力員を通じて皆様にお願いして
おります会費や企業の方からの法人会費を財源としています。地域福祉充実のため、今後ともご支援をお願い致します。

㈱アーバンホーム
あいおい開発㈱
㈱我妻建設
㈲飯島設備
㈲憩
（福）いずみ会　袖ケ浦学園
epm不動産㈱袖ケ浦店
ヴェオリア・ジェネッツ㈱袖ケ浦営業所
㈱上野工業所　
エスケイグループ㈱
㈱江戸川バルブ・プロテクション
NPO法人ぽぴあ
㈱エノモト防災工業
㈲エムコ食品
㈲大岩商店
㈱大久保
大袖興業㈱
大原軒
岡本化学工業㈱
小澤商事㈱袖ケ浦宇部生コンクリート工場
（福）かずさ萬燈会 ちいたの平川
（福）かずさ萬燈会 ちいたの福王台
㈱片山組
勝畑元宏税理士事務所
加藤工業㈲
金生警備保障㈱
金田漁業協同組合
㈱環境コントロールセンター

㈱木更津ゴルフクラブ
木更津・袖ケ浦遊技業組合
木更津三菱自動車販売㈱袖ケ浦店
㈱北袖商事
君津信用組合袖ケ浦支店
㈲葛田園芸
㈲栗原鐵工所
㈲京葉ゴム商会
㈲ケー・ケー・エス商会
㈲広域処理
向陽鉄工㈱関東事業所千葉出張所
コスモ測量設計㈱
㈲小藤田建具店
（医）寿会 かずさデイサービスセンター・
かずさショートステイサービス
寿食堂
㈲近藤コンクリート
㈲さくらホーム
（福）さつき会 介護老人保健施設
カトレアンホーム
（福）さつき会 特別養護老人ホーム 
袖ケ浦菜の花苑
三洋コンクリート工業㈱袖ケ浦工場
サンリツ薬局長浦店
（福）四恩会 昭和保育園
（医）慈協会 市原メディカルキュア
（福）慈協会 サニーヒル
㈱シバサキ建設
芝﨑商事㈱

<50音順>

社会医療法人社団さつき会
袖ケ浦さつき台病院
傷友環境㈲
㈱新生企業
㈱親和
㈲親和商店
（福）瑞光会 袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
㈱鈴木住宅設備
㈱鈴木電気工事
㈱すずとみフーズ
㈱スミレ調剤薬局
㈲設備保全センター
セントケア千葉㈱袖ケ浦営業所
専門学校千葉県自動車総合大学校
（医）蔵和会 田部整形外科
㈱袖ケ浦圧送
袖ケ浦医院
㈲袖ケ浦ガス
袖ケ浦企業㈱
㈱袖ケ浦クリーンアップ
袖ヶ浦興産㈱
㈱袖ケ浦自動車教習所
㈲袖ケ浦大黒企画
袖ケ浦フォレストレースウェイ
㈲袖ヶ浦ポリマー
㈲袖ケ浦無線
㈲大昌
㈲多田商店

㈱谷元電機
（福）千葉県社会福祉事業団
千葉信用金庫 袖ケ浦支店
千葉トヨペット㈱袖ヶ浦店
千葉緑化建設㈱
デイサービスセンターすずらん
東京ガスエンジニアリング
ソリューションズ㈱
東京湾カントリークラブ
㈲トップシステム
㈱ト－ヨー施工サービス
㈲内藤電機
長浦設備㈱
㈲長浦葬儀社
㈲ナミキ
㈲奈良輪豊月堂
日誠金属㈱千葉工場
㈱のうえんプランニング
㈲ノリノ
㈲橋立管工
㈲藩家興業
美容室アン
ヒラノ商事㈱木更津営業所
㈲藤井塗装工業
藤田観光㈱カメリアヒルズカントリークラブ
㈱プラス・シー
文具 シマムラ
（医）望星会 袖ケ浦クリニック

房総タクシー㈱
星野光春保険事務所
ホテル割烹鈴や
増栄産業㈱
丸栄産業㈱
㈲三ツ矢精密
㈲峯下モータース
㈱ムサシ
明和興産㈱東京ドイツ村事業部
（福）恵 福祉会 長浦保育園
㈱メディアサイトウ
㈱メラマック千葉営業所
森田木芸
㈲やさか産業
㈲柳川建設
㈲山本溶工
（福）佑啓会ふる里学舎蔵波
㈱ UCA･都市・建築設計事務所
㈲ライフサポート彩輝
㈲渡辺産業
㈲渡辺鉄工
わらべや日洋㈱千葉工場
北袖工場連絡協議会
中袖工場連絡協議会
南袖工場連絡協議会
椎の森工業団地連絡協議会

●テーマ　『深めよう、地域のきずな』
●●主　催主　催　　袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会、社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会袖ケ浦市地域福祉フェスタ実行委員会、社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会

●日　時　平成２８年１１月２７日（日）午前１０時３０分～午後1時３０分
●会　場　平川公民館（場所：横田１１５－１）

各部屋を回って♪賞品ゲット♪
スタンプラリー賞品交換時間：
午前１０時３０分～午後１時３０分
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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10月1日～１０月３１日

団体（敬称略） 金額（円）
さんま祭り実行委員会 100,000
匿名（1件） 1,000
合　　　計 101,000

団体（敬称略） 金額（円）
明治安田生命労働組合　
千葉南支部姉ヶ崎分会 雑巾（220枚）

中
川
小
学
校 

６
年 

佐
々
木　

萌
花

※平成28年度4月からの累計額は974,803円です。

広報紙「社協だより」は毎月15日
に21,000部発行され、市内の新聞
購読者や公民館等で配布していま
す。このスペース（横58.5mm×縦
40mm）で価格は5,000円です。
企業PRを行いませんか。詳細は、
お問い合わせ下さい。

（原寸大）

58.5mm

40
m
m

第7回 熊本地震義援金報告
団体・個人（敬称略） 金額（円）

さんま祭り実行委員会 100,000
髙橋　優紀 4,000

合　計 104,000
※震災後からの累計額は474,912円です。

【赤い羽根共同募金】 熊本地震義援金
（平成28年10月1日～10月31日
（順不同)）

＜日程＞　～メイン会場（体育室）～ ＊催し物＊

参加費
無料

第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催 閉会後にメイン会場でお楽しみ抽選会を実施します。
豪華賞品が当たりますので是非ご参加ください！
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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）　　0438-63-0825204No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　１１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

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9月１日～9月30日（順不同・敬称略）
中友忠　西沢光　髙橋優紀　斎藤澄江　菅友代　栗原信子
小川恵美子　西村和之　石渡榮　三股道子　横島勇市
瀧口英夫　尾形憲司　高山勇　河内清　相馬政子
浜宿団地里山を歩く会　長浦マンドリンアンサンブル

百目木公園管理組合　袖ケ浦市更生保護女性会　㈱メディアサイトウ
県営ゆうしん会　蔵波台ギターアンサンブル　尾張屋木更津店　
袖ケ浦ふれあい　健康麻雀あじさい　蔵波台若草東自治会
㈱山九海陸千葉支店　ダスキン袖ケ浦　袖ケ浦菜の花苑

カトレアンホーム　山里を歩く会　八ツ手G　神納箕和田有志
椎の木グループ　袖ケ浦市消防本部
臨海スポーツセンター　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。＊＊

　袖ケ浦市社会福祉協議会では「障がい者（児）の集
い」でお手伝いをしてくださるボランティアを募集し
ています。
　ボランティアの内容は受付や会場の手伝い（主に
ゲームやレク）などです。
　今年の「集い」も楽しい内容を企画中です！参加者、
ボランティア、みんなで一緒に楽しい一日を過ごしま
しょう！
日 　 時：平成28年12月7日（水）
 午前９時集合・午後３時解散予定
 （集いの開催は午前１０時３０分から午後２時）
開催場所：老人福祉会館
 （飯富2497-1・袖ケ浦公園内）
活動内容：会場準備、受付、レクリエーション補助
募集人数：８名
そ の 他：昼食をご用意いたします。
募集期限：平成２８年１１月１８日（金）
問合せ先：ボランティアセンター

　市では多くの方が介護予防の取り組みを継続で
きるよう、地域で介護予防を支援する「はつらつシ
ニアサポーター」を養成します。
　修了後は市が普及している「袖ケ浦いきいき百歳体
操」の各地域での取り組みへの支援をお願いします。
　ご自身の健康づくりとしても有効ですので、ぜひ
ご参加ください。
【プログラム】全日程２日間
１日目：１２月１９日(月)　午後１時３０分～４時３０分
 内容　講義１「高齢者の身体的・精神的特徴」
 講義２「介護予防に効果的な運動と
 栄養・口腔機能の理解」
２日目：１２月２１日(水)　午後１時３０分～４時３０分
 内容　実技１「高齢者レクリエーション技法
 と実際」
 実技２「介護予防のための体操の実際」
 講義 「サポーター活動の実際」
場所：袖ケ浦市役所　旧館３階大会議室
対象者：原則全日程参加できる市内在住または在勤の

方で、講座修了後に地域で「袖ケ浦いきいき百
歳体操」等、介護予防の活動の支援ができる方

定員：２０名（先着順）　　参加費：無料
申込期日：１２月１２日(月)
申込・問合せ：袖ケ浦市役所　高齢者支援課
 地域包括支援センター　ＴＥＬ： ６２‐３２２５

日　時：１２月２４日（土）
 １４時開演　１４時５０分終演
 （１３時３０分開場）
開　場：かずさアカデミアホール　201Ａ
主催・問合せ：Cａｎｔiｎｉ（カンティー二）
 0438-98-9672
◆参加者募集！ 先着１３０名様無料にてご招待◆

日 時：１２月１１日（日）　１０：３０～１３：３０
場 所：老人福祉会館
参 加 費：８００円／１人（昼食・お茶菓子付）
参加資格：袖ケ浦市内在住の障がい者（児）、要付添必要
連 絡 先：６２－０３３２（山田）
締 切：１１月２５日（金）

　社会福祉協議会では、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「移送サービス事業」を行っています。
　現在、付添いボランティアが、不足し大変困っております。
　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致します。

活動時間：月に１～２回程度、ご都合のよい日（平
日）に３時間～５時間程度の活動です。

活動内容：移送サービスでは利用者の方に、安全
に安心して受診していただくために、　
ご家族又はボランティアによる付添い
をお願いしております。
利用者の方の受診の際、車の乗り降り
や受付など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。性別・

資格は問いません。
但し、付添いボランティアの年齢の上限
は７５歳とします。

活動場所：袖ケ浦市社会福祉センターへ集合し、
会員宅から医療機関等への送迎です。
行き先は、袖ケ浦市・木更津市・市原市
のいずれかです。

問 合 せ：地域支援係

「心身障がい者（児）の集い」「心身障がい者（児）の集い」
ボランティア募集ボランティア募集

はつらつシニアサポーター養成講座

袖ケ浦市 手をつなぐ育成会 お楽しみ会

すこやかコンサートすこやかコンサート

移送サービス事業付添いボランティア募集移送サービス事業付添いボランティア募集

平成２８年度心身障がい者（児）の集い
　心身障がい者（児）の集いは、希望や悩みを語
り合い、更に交流を深めるとともに自立と社会参
加意欲の高揚を図るために開催致します。是非ご
参加下さい。
日　時：平成28年12月7日（水）
 午前１０時３０分～午後２時００分
場　所：老人福祉会館（袖ケ浦公園内）
対　象：市内在住で身体障害者手帳、療育手帳、
 精神障害者保健福祉手帳所持者又は、
 それに準ずる方
内　容：参加者全員でのゲームやカラオケなど
 のレクリエーション
参加費：３００円（昼食付）
主　催：袖ケ浦市社会福祉協議会
申込期限：平成２８年１１月１８日（金）
申込方法：①心身障害者（児）福祉会、聴覚障害

者協会、視覚障害者福祉協会、
 手をつなぐ育成会に加入している

方は各会宛にお申込み下さい。
②各会に加入されていない方は市社
会福祉協議会までお申込み下さい。

その他：市バスで巡回送迎します。
 詳細はお問合せ下さい。
問合せ：地域福祉係

急募 ボランティア募集

癒しの映画音楽をお届けします♪♪
エンドレス・ラブ　大河の一滴　他

♪ピアノの弾き語り♪鴛
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９月１２日～１０月３１日（順不同・敬称略）

フードバンク
ちば

ご協力ありがとうございました。
※次回の募集案内は1月中旬の予定です。

食品の寄贈

現在袖ケ浦学園では、男性用の衣類と毛布の寄附を
お願いしております。

サイズ：男性用　Ｌ・Ｍ
衣類の種類：Ｔシャツ（長袖可）、トレーナー、 ジャージ、ズボン（ゴムのもの）
 着用可能なものであれば、古着で構いません。
 洗濯済みのものをお願いします。
○衣類や毛布を持ち込む前に、袖ケ浦学園までご連絡ください。
○連絡・持ち込みについては、月～金の午前９時～午後５時まででお願いします。
○衣類や毛布の状況によりましては、お引き受けできないこともございますのでご了承ください。
連絡・届け先：袖ケ浦市上泉１７６７－２１　ＴＥＬ ７５－４５８５

これまでにたくさんの方々にご協力いただきありがとうございます。
ご寄附いただきました衣類につきましては、学園内で有効活用させていただいております。

袖ケ浦学園からのお願い袖ケ浦学園からのお願い

ボランティアのご応募
お待ちしております！！

～袖ケ浦市の高齢者を元気にしよう～

申込方法
　お電話かＦAXで、Cａｎｔｉｎｉ（カンティーニ）0438-
98-9672までご連絡下さい。
　ＦAXには、“すこやかコンサート希望”と書いて、お
名前・電話番号・参加人数をご記入下さい。また、施
設でお申込み頂ける場合は、施設名・参加人数・担当
者連絡先を書いてＦAXでお申込み下さい。

認知症の方とご家族のための集い

～介護の手を休めてリラックスしませんか～

深井　愛子　　武藤美智代
伊東　恵一　　大嶋　厚美
中山　朝子　　匿名9名


