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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」

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

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。

福祉体験学習会を実施しています
く らしの

今回は車いすの体験学習会の内容を紹介します。
し あわせ』をつくるための学習会です。

車椅子に乗る人や目が見えない人、お年寄りの
疑似体験をして、ふだんと違う自分になり、『ふ
だんのくらし』をつらいと感じたりありがたいと
思ったりしながら、お互いに助けたり、助けられ
たりの体験をします。
そこで、自分がむずかしいと思うことを簡単だ
と思う人がいるなど、自分とは違う感じ方や考え
方の人に出会い、世の中にはいろいろな人がいる
ことに気づくことがあると思います。
共にこの社会に生きるみんなの『ふだんのくら
校舎の入り口の段差を車いすで上がったり下
りたりする方法を学んでいます。
しのしあわせ』があふれる社会をつくるために、
自分には何ができるかを考えるきっかけを作るた
だんさ
こ
めの学習会です。
段差の越え方
あ

169

社会福祉協議会では、小中学校や自治会等の方を対象に福
祉体験学習会を実施しています。

福祉体験学習会は何のためにやるの？
福祉体験学習会は、
『 ふ だんの
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車いすに乗る体験をする人と介助（お手伝い）する
人の２人１組で体験します。車いすに乗る体験をする
ことも「乗ってみてどう感じるか」という大切な体験
と考えています。
段差の越え方や坂道でのお手伝いのやり方を学び、
普段何気なく使用している校舎や、私たちの日常生活
にどんなバリア（障壁）があるかに気づきます。その
上で、今すぐできる「心のバリアフリー」について考
えるための学習会となっています。
▶

編集・発行

一 般 的 な自 動 販 売 機とユニ
バーサルデザインの自動販売
機の違いを確認します。

お

〈 上 が るとき〉

こえ

〈 下 りるとき 〉

ぜんりん

ひと声かけてか
らレバーをふみ
ぜんりん

あ

だん

の

こうりん

前輪を段に乗せ 後 輪をゆっくり
も
あ
ます。
持ち上げます。

こみ、前 輪を上
げます。

こえ

ひと声かけてか
うし
む
ら後ろ向きにし、
こうりん
後 輪をゆっくり
お
下ろします。

レバーをふみこ
ぜんりん
あ
んで前 輪を上
うし
さ
げ、後ろに下 が
ります。

ぜんりん

お

イラスト：国土交通省関東運輸局ホームページから引用

県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人のトークや弁
護士による解説を通して、分かりやすく成年後見制度の
概要や職務を伝え、制度の利用促進や周知を図ります。
日 時：平成29年3月12日（日）午後1時〜4時5分
会 場：千葉市生涯学習センター2階ホール
定 員：300名（申込先着順）
申 込：申込書をFAXかE-mailで送信
締め切り：平成29年3月3日（金）必着
参加費（資料代）：500円
申込・問合せ：
千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター
TEL：043（204）6012 FAX：043（204）6013
E-mail：smile@chibakenshakyo.com

期間：平成２８年１２月１日〜１２月３１日
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。

団体・個人
（敬称略）

宮石 一男
平川地区貸衣裳

金額
（円）

50,000
100,000

・東京ガス㈱袖ケ浦LNG基地
・東京ガス労働組合エネルギー生産
100,000
本部支部袖ケ浦LNG基地連絡会
・東京ガス袖ケ浦LNG基地安全衛生協力会
新星会
30,000
根形地区社会福祉協議会（絶品焼きそば売上金） 10,000
㈱黒田不動産鑑定
20,000
君津市農業協同組合
5,215
たちばな会
18,256
住友化学労働組合 千葉支部
50,000
神納一区高齢者クラブ
16,714
袖ケ浦落語同好会
11,200
匿名
（3件）
203,173
合
計
614,558
※平成28年度4月からの累計額は1,705,532円です。

優秀賞

お 金を入 れる
場 所 が わ かり
やすい 色で 表
示され、硬貨を
まとめ て 投 入
で きる ように
なっています。

ユニバーサルデザインの▶
自動販売機の一例

認知症サポーター ステップアップ講座

平成28年度 成年後見制度研修会

平成２8年度 袖ケ浦市
社会福祉協議会への寄付

最上段の商品
が 買えるよう、
ボ タン が あり
ます。

前輪を下ろします。

袖ケ浦市では、認知症の方を温かく見守る認知症サポーターの養成講座を行っています。
このたび、市内のサポーターの皆様に、ステップアップ講座を企画しました。認知症につい
て改めて知っていただき、認知症の方への接し方や地域での支援について学びます。
認知症サポーターの証し
日時：平成29年2月16日（木）、17日（金） 両日とも午後1時30分〜3時30分
「オレンジリング」
場所：保健センター2階母子保健室
●
●
●
内容： 認知症の基礎知識を再確認
認知症の予防について
ハンドセラピー実技 ● 意見交換
参加要件：市内在住または在勤。認知症サポーター養成講座を受講済みで、2日間参加可能な方
定員：20名（先着順） 申込方法：電話・窓口にて事前申し込み 締切：平成29年2月10日（金）
申込・問合せ：地域包括支援センター（62-3225）

フードバンクちば＜食品の寄付＞にご協力ください。
「フードバンクちば」は、個人や企業から食料品を寄付して頂き、生活に困っている方や支援団体な
どへ提供を行い生活の向上を図ることを目的に活動している団体です。
社会福祉協議会では、「フードバンクちば」の活動に協力するため、下記の日程で食料品の受付を行
います。ご家庭や企業等において御寄付頂ける食料品がございましたら、ご協力をお願いいたします。
受付期間：平成29年1月16日（月）〜2月28日（火）※土日祝日を除く
受付時間：午前9時〜午後5時
受付窓口：社会福祉協議会、袖ケ浦市役所（地域福祉課）、ながうら健康福祉支援室、ひらかわ健康福祉支援室
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

地域ぐるみ福祉推進標語

見かけたら 元気にあいさつ こんにちは
中川小学校 5年生 矢部 桜子

【赤い羽根共同募金】熊本地震義援金
第8回 熊本地震義援金報告
（平成28年11月1日〜12月31日）
（順不同)

個人
（敬称略）
髙橋 優紀
合

金額
（円）
3,600

計

3,600

※震災後からの累計額は478,512円です。

心配ごと相談所とは？

1月〜2月の心配ごと相談日 ただし、受付は15：30まで
日

時

1月19日
（木）
13：00〜16：00

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 1月26日（木）
受けとめ、その解決に向けて適切な助言を行って 13：00〜16：00
います。
2月2日
（木）
心配ごと相談員は民生委員・児童委員、人権擁 13：00〜16：00
護委員、行政相談委員からなり、相談日には、
１会 2月9日（木）
13：00〜16：00
場につき、
２名から３名の相談員で対応しています。 2月16日（木）
相談は、
「予約不要」で「無料」です。また、相談内 13：00〜16：00
容等については、
「秘密を厳守」いたしますので心 2月23日（木）
13：00〜16：00
配ごと、悩み事がありましたらご相談ください。

会

・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

＜訂正してお詫び致します＞ 12月26日発行の
「袖ケ浦市民生委員・児童委員だより」
の記事で民生委員の担当地区に誤りがありました。
「 澤
の担当地区は今井・今井中央」
「石井文夫委員の担当地区は代宿第1・第4・第6・第7・第9」
が正しい担当地区です。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

場

・市役所
・平川行政センター
・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター
・平川行政センター
・長浦行政センター

隆一委員

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１０月１日現在）

●個人ボランティア：
286名
●登録ボランティア団体：
60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」

No.206

※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。

講座開催
参加者募集！
！

（

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

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
21団体、2個人

）

平成29年 ２月３日（金）〜２月２４日（金）毎週金曜日 全４回

傾聴ボランティア交流会

音訳ボランティア入門講座

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。
活動はしていないけれど、興味関心のある
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 平成29年3月10日（金）
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 平成29年3月8日（水）まで
申込・問合せ ボランティアセンター

日 時：平成29年2月3日・10日・17日・24日（毎週金曜日・全4回） 午前9時45分〜11時45分
3日目の午後は、13時より交代での録音の体験となります。
場 所：社会福祉センター大会議室（袖ケ浦公園前）
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」の音訳も体験します。
対象者：市内在住又は在勤の方で、音訳ボランティアに興味・関心があり、受講後活動の意志がある方。
定 員：20名（先着順）
受講料：無料
持ち物：筆記用具・広報そでがうら12月1日号（ある方のみ）
申込締切日：平成29年1月30日（月）
申込・問合せ：ボランティアセンター
音訳グループ「やまゆり」
音訳グループ「やまゆり」は、市の広報や社協だよりを
袖ケ浦市では、音訳グループ「やまゆ
音訳したものをCDに入れ、
袖ケ浦市の情報を「声」で届
り」が「広報そでがうら」
「議会だより」
ける活動をしています。
「社協だより」などを音訳し、袖ケ浦市社
音が頼りの方々のために、聴きやすいCD作りが最大
会福祉協議会がＣＤの貸し出しを行って
の目標で、それに向かって努力しています。
います。

収集ボランティア

収集ボランティア
○長浦中学校

○三井化学労働組合

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11月１日〜11月30日（順不同・敬称略）
尾形憲司 滝口英夫 中友忠 宇野るい子 小川雅子
西沢芳夫 石渡榮 上嶋那奈 鴨川重實 豊島久美子
佐久山武夫 菅昌己 松井公夫
袖ケ浦ふれあい 蔵波台ギターアンサンブル
長浦マンドリンアンサンブル 更生保護女性会
百目木公園管理組合 臨海スポーツセンター
袖ケ浦菜の花苑 カトレアンホーム 健康麻雀あじさい
三井化学労働組合 県営ゆうしん会 尾張屋木更津店
長浦中学校 豊田建具店 特別養護老人ホームみどりの丘
コールわかば 神納箕輪田有志 （株）谷元電機
東京都千葉福祉園 シルバー寄合所「きらく」
袖ケ浦市視覚障害者協会 日産化学工業（株）袖ケ浦工場
大正琴こうの会 （株）メディアサイトウ
根形小学校区放課後児童クラブ 袖ケ浦市役所 匿名１１名

ペットボトル
キャップ
…83.5kｇ

古切手
…840ｇ
使用済み
プリペードカード
…3,746枚
ご協力ありがとうございました。
三井化学袖ケ浦センターの皆様より、
１年間集めていただ
いた古切手・使用済みプリペードカードの寄贈がありました。

ご協力ありがとうございました。
生徒会の皆さんが中心となり、
１年間集めていただい
たペットボトルキャップ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。

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。＊＊

寄贈いただいた収集物は、発展途上国への支援団体、森林保護活動団体等の活動に役立てています。

放課後児童クラブ
常勤臨時職員募集
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
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、後日お知らせします。
問 合 せ：地域支援係

●おしゃべりサロン「ひびき」

ボランティア募集・献品の
お願い

放課後児童クラブ
指導員募集
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
お知らせします。
問 合 せ：地域支援係
※お詫び
平成28年12月15日号あつまれボランティ
ア 収集ボランティアで御名前に誤りがござ
いました。深くお詫び申し上げます。
（誤）
尾形松江 → （正）
緒方松江

日時 １月２７日
（金）午後１時３０分〜３時３０分

〜地域交流イベント 嬉泉祭りバザー〜
ボランティア大募集
バザー当日、お手伝い頂けるボランティアを
募集しています。
短い時間でもご協力頂ける方、事務局までご
連絡下さい。
献品のお願い
衣料品

食料品

贈答品

日用品

皆様からの献品をお待ちしております。
同じものが重なったり、使っていないギフト
（中古衣料等はご遠慮下さい。）や食品など、
バザーで売れそうな物がありましたら、是非事
務局にご連絡下さい。
開催時間：平成29年2月26日（日）午前10時〜午後2時
会
場：嬉泉福祉交流センター袖ケ浦
【袖ケ浦のびろ学園・ひかりの学園・
地域生活支援センター】
袖ケ浦市下新田1680
※長浦駅南口ロータリーと袖ケ浦公園第二駐車場
から無料送迎バスを運行します。
申込・問合せ：62-9121 村上
（月〜金曜 午前9時〜午後6時）

場所 老人福祉会館

問合せ ボランティアセンター

