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※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。

第１０回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
福祉を身近に感じていただくために、福祉関係団体による演芸や模擬店での販売
小中学校による合唱等が行われ、皆が楽しめるイベントになっています！
！
スタンプラリー参加者にはお菓子をプレゼント！
！
抽選会やじゃんけん大会で景品をプレゼント！
！

前回の合唱の様子

日 時：12月10日（日）午前10時30分～午後1時30分(予定)
場 所：平岡公民館（野里1563-1）

内 容：社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈、地域ぐるみ福祉推進標語入選者の表彰、
各団体の演芸（楽器演奏・フラダンス・合唱）、じゃんけん大会、スナッグゴルフ体験、
福祉クイズコーナーなど ※模擬店で軽食等の販売あり
出 演：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会（白ゆり保育園、東京都千葉福祉園）、
平岡小学校、平川保育所、袖ケ浦市ボランティア連絡協議会（ベイスタイルフラ）、
袖ケ浦市シニアクラブ連合会、平川中学校吹奏楽部

スナッグゴルフとは、子供や初心者でも簡単にボールに当
てることが出来て、どこでも安全に出来る簡易版ゴルフです。

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
問合せ：地域福祉係

地域歳末たすけあい事業
見舞金の申請を受け付けます

昭和地区敬老会

会場変更のお知らせ!!

歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「つながり ささえあう みんなの地域
づくり」をスローガンに、地域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会福祉関係者の
協力を得て、生活困難世帯・ひとり親世帯を支援するものです。

生活困難世帯たすけあい見舞金

生活困難世帯は、収入が生活保護基準額
のおおむね1.7倍以内の世帯を目安とします。
なお、生活保護受給世帯は対象外です。
※申請時に生活状況を確認しますので、ご
了承ください。
申請方法：本人からの申請が必要です。
詳細は、担当地区の民生委員児
童委員へご相談ください。
申請期間：10月15日（日）～11月14日（火）

昭和小学校体育館にて予定しておりました、昭和地区敬老
会ですが、衆議院選挙と同日となり、昭和小学校体育館が選
挙会場となることから敬老会の会場が昭和中学校体育館に

ひとり親世帯たすけあい見舞金

変更となりましたので敬老会当日は、お間違えのないよう、

対象のひとり親世帯は、児童扶養手当
を受給している世帯です。
申請方法：対象の方に届く児童扶養手当
証書に、たすけあい見舞金の
申請書を同封しますので、同
封の案内を確認し、申請して
ください。
申請期間：11月15日(水)まで
▶対象と思われる世帯で、10月中に児
童扶養手当証書が届かない場合は、お問
い合わせください。

ご来場ください。

会 場：【変更前】昭和小学校体育館

【変更後】昭和中学校体育館
日 時：10月22日（日）
（受付）12時〜
（開演）12時20分〜 ※16時頃閉会予定

問 合 せ：地域福祉係

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。

株式会社黒田不動産鑑定
富友会
仲谷 勝吉
小川 勝雄
髙橋 優紀
匿名
（3件）
合
計

※平成29年4月からの累計額は1,131,677円です。

仲谷 勝吉
匿名
（2件）

金額
（円）

20,000
10,000
1,000
10,000
3,600
211,047
255,647

物品名

個人
（敬称略）

切手
紙オムツ 他

（平成29年7月1日～9月30日
（順不同)）
【赤い羽根共同募金】
団体
（敬称略） 金額
（円）
熊本地震義援金
袖ケ浦市音楽協会 17,991
第14回 熊本地震義援金報告 震災後からの累計額は565,953円です。
入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語

あたたかい

１人で悩んでいませんか？？

期間：平成２９年９月１日～９月３０日

団体・個人
（順不同・敬称略）

見守り活動
根形小学校

６年生

安心だ

茂野

さゆり

※学年は第９回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
（平成28年度開催）
時のものです。

シニアクラブ連合会
会員の作品展
（高齢者文化祭）

「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。

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ありますので、併せてご覧ください。
＊

【10月～11月の心配ごと相談日】
日

時

会

場

ただし、受付は15：30まで

日

時

会

場

10月19日
（木） ・市役所
13：00～16：00 ・平川行政センター

11月9日
（木） ・市役所
13：00～16：00 ・長浦行政センター

・市役所
10月26日
（木）
・平川行政センター
13：00～16：00
・長浦行政センター

11月16日
（木） ・市役所
13：00～16：00 ・平川行政センター

11月2日
（木） ・平川行政センター
13：00～16：00 ・長浦行政センター

・市役所
11月30日
（木）
・平川行政センター
13：00～16：00
・長浦行政センター

「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

作品展では書・彫刻・絵
画・写真・手工芸・短歌・
俳句・川柳などの作品を展
示します。会員の方たちが
一生懸命作った作品です。
ぜひ、ご覧ください。
日 時：
10 月 24 日
（火）
～ 30 日
（月）
午前10時～午後3時30分
場 所：
老人福祉会館（袖ケ浦公園内）
※入場無料
問合せ：地域福祉係

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２9年10月１日現在）

●個人ボランティア：
308名
●登録ボランティア団体：
64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.215

（

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
※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。

）

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体・2個人

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29年8月1日～8月３１日（順不同・敬称略）

向井佑子 渡邊香苗 花澤道子 佐久山武夫 松井公夫 多田敏純
小島ヨシエ 中友忠 竹元悦子 長嶋一浩 石渡美紀子 小倉信行
佐々木胤麿 滝口英夫 尾形憲司 理崎二三代 菅友代 渡辺芳美
西村和之 山嵜裕斗 河内清 髙橋佳代子 太田洋子 大橋壮

住友化学労働組合
千葉支部
ペットボトルキャップ
・
・
・167㎏
古切手
・
・
・2,100ｇ

手話サークル「めだかの会」 長浦マンドリンアンサンブル 八ツ手Ｇ
健康麻雀あじさい 出津分区３班Ｂ （株）シバサキ建設
（株）一条工務店千葉 百目木公園管理組合 住友化学労働組合千葉支部
昭和アステック（株） 臨海スポーツセンター 袖ケ浦菜の花苑
千葉県緑化推進委員会 平川公民館 袖ケ浦市役所
匿名９名

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。 お預かりした、ペットボトルキャップは、リサイクル業者で換金をし「世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付しています。

「いきいきクラブ」
体操補助
ボランティア募集

中川小学校区放課後児童クラブが

中川小学校内の教室へ移転しました。
中川小学校区の放課後児童クラブは、
ＪＡ君津・旧中川支店で運営して
いましたが、学校からクラブまでが遠いことや遊ぶ場所が狭いなどの課
題がありました。
そのため、市内で初めて学校教室を活用した放課後児童クラブの運営
を開始します。

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：通常は放課後（１４時頃）～19時
一日保育の場合は7時45分～19時の間の8時間以内
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2583（中川小学校内）
条
件：自力通勤の出来る方 ６５歳未満の方
賃
金：９６０円／時 ＊規定により交通費の支給有り
申
込：履歴書を郵送または持参 ＊面接の日時・場所については、別途お知らせします。
問 合 せ：社会福祉協議会（地域支援係）

平成２９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、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。是非ご参加ください。
日 時：平成３０年１月２０日（土） 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をお持ちの方又は、
それに準ずる方
内 容：体操、ゲームやカラオケなどのレクリエーションなど
参加者：３００円（昼食付）
申込期限：１１月３０日（木）
申込方法：①心身障害者（児）福祉会、聴覚障害者協会、手をつなぐ育成会に加入している方は
各会宛にお申込みください。
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ください。
その他：市バスで巡回送迎します。詳細はお問合せください。
参加者が50名を超えた場合は午前午後の2部制で行う等調整させて頂く
ことがありますのでご了承ください。
問合せ：地域福祉係

にじの会 親子の旅キャンプ ボランティア募集

今年も“親子の旅”が開催されます。
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。
場
所：『千葉県立清和県民の森』
（君津市豊英６６０）
日
時：１１月１８日（土）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。）
募集期限：１０月２０日（金）
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

●おしゃべりサロン「ひびき」

日時 １０月２７日
（金）13時30分～15時30分

場所

「いきいきクラブ」は、脳
卒中等で身体に何らかの
障がいを抱えた方が、機能
回復のための体操をして
いる自主グループです。
体操の補助をしてくださるボランティ
アを募集します。
日
時：毎週金曜日
午後１時～２時３０分
＊月１度からで構いません。
場
所：健康づくり支援センター
（ガウランド）
募集人数：若干名
申込・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～

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、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：
１１月２１日(火) 午前９時～１２時
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１日(金) 午前９時～１２時
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」
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：１１月２０日（月）
申込・問合せ：袖ケ浦市役所
地域包括支援センター
昨年度の受講の様子
電 話：６２－３２２５

老人福祉会館

問合せ ボランティアセンター

