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「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

広めよう 地域の人の 良い所

臨時職員を募集します

平岡小学校 ５年生　平野　凛

※学年は第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時（平成28年度）のものです。

袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付
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２９年７月１日～７月３１日

　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、悩みごとがありましたらご相談ください。
＊各公民館にちらしを設置しておりますので、併せてご覧ください。＊

日　　時 会　　場
8月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

8月24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

9月7日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【8月～9月の心配ごと相談日】

１人で悩んでいませんか？？

団体・個人（敬称略） 金額（円）
髙橋　優紀 3,525
第１１回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ実行委員会 359,056
広栄化学工業株式会社・広栄化学労働組合 25,000
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会 220,000
仲谷　勝吉 1,104
匿名（2件） 8,000

合　　計 616,685
※平成29年度4月からの累計額は787,030円です。

団体・個人（敬称略） 物品名
仲谷　勝吉 往復ハガキ・海外切手
千葉県退職公務員連盟会　君津地区支部 タオル　１２８本

ただし、受付は15：30まで

　今年度で１１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１４日（金）に盛大に開催されま
した。
　当日は、１８１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、３５９，０５６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。

　判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスを受けられない方々
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、ご自分の判断能力

や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。
　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。

職　　種：老人福祉会館管理人
採用人数：１名
応募資格：６５歳未満、自動車運転免許、
 パソコンが使用できる方
勤 務 地：袖ケ浦市老人福祉会館
 （袖ケ浦市飯富2497－１）
勤務内容：来館者の対応、受付業務、
 清掃業務等
勤務日数：平日週１～２日程度
勤務時間：８時３０分～１７時１５分
賃　　金：９００円／時
 ＊規程により交通費の支給あり
選考方法：面接による
申込期限：８月２５日（金）まで
申 込 先：庶務係
※詳細については、お問合せ下さい。

紹介等：利用手続きの円滑化を図るため、市内各事業所からの紹介や入所
している方等が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っていますのでご協力をお願い致します。
問合せ：地域福祉係

　７月に発生した大雨等により、福岡県・大分県・
秋田県では人的被害、住宅被害等大きな被害が発
生しています。
　福岡県共同募金会、大分県共同募金会及び秋
田県共同募金会では、この災害による被災者を支
援することを目的に義援金の募集を実施していま
すので、お知らせします。
１.義援金の名称
　福岡県「平成29年７月５日からの大雨災害義援金」
　大分県「大分県豪雨災害義援金」
　秋田県「秋田県大雨災害義援金」
２.受付期間　８月３１日（木）まで
３.受付窓口　袖ケ浦市社会福祉協議会
※義援金の配分については、各県が設置する義援
金配分委員会を通じて被災者へ配分されます。

※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※プログラムの進行により終了時刻は前後することがあります。

【当日参加者人数】

地 区 日 程 場 所 開催時間
長　浦 9月18日（月・祝） 長浦公民館 13：00～15：30頃
根　形 9月18日（月・祝） 根形公民館 13：00～15：30頃
平　岡 9月18日（月・祝） 平岡公民館 12：30～16：00頃
中　富 9月18日（月・祝） 平川公民館 13：00～15：30頃
蔵　波 10月15日 （日） 蔵波小学校 13：00～ 次号にて

お知らせ
します昭　和 10月22日 （日） 昭和小学校 12：20～

蔵波コース 長浦コース 久保田コース
16組 60名 17組 62名 15組 59名

合計　１８１名

第１１回袖ケ浦市福祉チャリティー
ゴルフ大会を開催しました

日常生活自立支援事業の利用について

　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

長浦地区社会福祉協議会の敬老会の様子（平成２８年度）

内　　容 料　　金

福祉サービス利用援助 1時間未満500円
（以降30分を超えるごとに500円加算）

財産管理サービス 1時間未満500円
（以降30分を超えるごとに500円加算）

財産保全サービス 年額3,000円
年会費 年額3,600円

交通費
30分未満無料
30分～1時間未満500円
1時間以上　1,000円

大雨等被害による災害義援金の募集

敬老会を開催します

日　　時 会　　場
9月14日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

9月21日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

9月28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

「どこに相談に行けば良いかわからない。」
「専門的な相談とまではいかないが、ちょっと話を聞いて欲しい。」　

知り合いには相談しにくい、親族・ご近所での悩みごと 等
なんでもご相談ください。
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ボランティア登録数
（平成２9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：
　　23団体・2個人

●個人ボランティア：
304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）　　0438-63-0825213No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　８月２５日（金）13時30分～15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
平成29年６月1日～６月３０日（順不同・敬称略）

菅友代　髙橋優紀　角田文江　櫻山紀子　神田和彦　西村和之　浦尾千佳
滝口英夫　尾形憲司　河内清　上嶋那奈　
（株）メディアサイトウ　蔵波台つくも会　重城産婦人科・小児科　コールわかば
（株）山九海陸千葉支店　曹洞宗真光寺　長浦マンドリンアンサンブル
神納箕和田有志　浜宿団地里山を歩く会　尾張屋木更津店　袖ケ浦菜の花苑
蔵波台ギターアンサンブル　臨海スポーツセンター　カトレアンホーム
健康麻雀あじさい　手話サークル「めだかの会」　千葉県緑化推進委員会　
平川公民館　袖ケ浦市消防本部　袖ケ浦市民会館　ながうら健康福祉支援室　
袖ケ浦市役所
匿名　６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。＊＊

日　時：９月２２日（金）１３時３０分～１５時３０分まで
場　所：社会福祉センター（袖ケ浦公園前）　大会議室
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：９月１９日（火）
申込・問合せ：ボランティアセンター

　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。

　音訳ボランティアグループ「やまゆり」では、一緒に活動をしてくれるメンバーを募集しています。
初心者の方も大歓迎です。
　活動の内容は市広報紙や社協だよりを音訳したものをCDに録音し、袖ケ浦市の情報を「声」で
届ける活動です。
　音が頼りの方々のために、聴きやすいCD作りが最大の目標で、それに向かって頑張っています。
　メンバー同士、明るく楽しく活動をしています。仲間作りのきっかけに参加してみませんか。
　活動に興味・関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。また、見学も大歓迎です。
問合せ：ボランティアセンター

はつらつシニアサポーター養成講座～袖ケ浦市の高齢者を元気にしよう～

発達障害者への理解と支援に関する
セミナー

君津地区自閉症協会《にじの会》

『生活全般を支援する取組み』

プログラム：全日程2日間
1日目：８月21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：8月22日（火）　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」
　　　　実技3「サポーター活動の実際」

◆第1部◆ 医療講演
「認知症と生きる」
袖ケ浦さつき台病院
認知症疾患医療センター
細井　尚人　先生

◆第2部◆
　癒しの歌コンサート
声楽家　鴛

おしうみ

海由
ゆう こ

子

◆第3部◆ 対談
もの忘れから亡くなるま
でかかわる医療
Q&A こんな時どうした
らいいの？

日　時：9月3日（日）14時～15時20分（開場13時40分）
会　場：かずさアカデミアホール　201A
　＊要予約：先着100名様　FAX0438-98-9672まで、お名前・電話番号・
 人数を書いて下さい。または、1161997401@jcom.home.ne.jp
　＊チケットは当日会場受付にて、小中学生無料・学生500円・大人1,000円

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、
 介護予防の活動を支援できる方
定　員：20名（先着順）　参加費：無料
締　切：8月18日（金）
申込・問合せ：袖ケ浦市役所　地域包括支援センター
電　話：62-3225

（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）

講　師　社会福祉法人 いちょうの里 障害者支援施設 みずほ学園
 支援員　遠藤　雅史　氏
日　時：９月１０日（日）　13時～15時30分（受付12時40分～）
会　場：君津市生涯学習交流センター（君津市久保2-13-2）
参加費：500円
定　員：100名
申込・問合せ：ボランティアセンター

※お詫び
前号（7月15日号）で、君津地区自閉症協会主催セミナー講師の所
属名に誤りがございました。深くお詫び申し上げます。
（誤）社会福祉法人 いちょう会 → （正）社会福祉法人 いちょうの里

第７回
「音楽と健康のハーモニー」リフレッシュコンサート

日　時：9月24日（日）　12時～１４時
 ＊活動時間は、11時15分～１４時
集　合：１１時　袖ケ浦学園玄関前に集合

＊希望者には送迎あり（マイクロバスとワゴン車）
１０時４５分　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。

会　場：袖ケ浦学園　グラウンド（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　片付け　等
その他：当日、一人５００円分の食券を差し上げます。
問合せ：袖ケ浦学園　（袖ケ浦市上泉1767-21）

月～金　9時～17時　  担当：片山・松本
電　話　0438-75-4585　F A X　0438-75-7445
締　切　9月12日（火）

　東京都千葉福祉園（障害者支援施設）では、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、利用者と付き添って、一緒
に園まつりを楽しんでくださる方、販売等の補助をし
てくださる方を募集します。
日　時：10月1日（日）　9時30分集合
 （園まつりの開催時間は、10時～14時30分）
場　所：東京都千葉福祉園（袖ケ浦市代宿8）
活動内容：利用者支援・行事補助（販売等）
締　切：9月1日（金）
その他：昼食は、主催者で準備します。
問合せ：ボランティアセンター

　5月15日（月）～6月30日（金）ま
でに御寄附いただいた食糧を、フー
ドバンクちばへお渡しいたしまし
た。皆様の善意を大切に活用させて
いただきます。ご協力ありがとうご
ざいました。

フードバンクちばへの食糧寄付に
ご協力ありがとうございました。

東京都千葉福祉園
『園まつり』ボランティア募集!!


