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第10回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催
去る12月10日（日）第10回袖ケ浦市地域福祉フェスタを平岡
公民館で開催し、488名が来場されました。
当日は、地元の平川保育所・平岡小学校・平川中学校のダン
スや合唱の発表や、白ゆり保育園児の楽器演奏、福祉団体によ
る歌や踊りなども披露され、ステージを盛り上げていただきま
した。この他に福祉施設がＰＲブースを設けて「福祉クイズ」を
行うなど、多くの来場者が福祉に触れることのできる地域福祉
模擬店も大盛況でした。
フェスタとなりました。
また、屋外では、地区社会福祉協議会などの
関係団体が模擬店（焼きそばや、焼き芋、わたあ
めなど）を出店し、大いに賑わいました。
地域福祉フェスタは、市内各地区を巡り、そ
の地域の特性を活かし、絆を深めると共に福祉
に触れてもらうことを目的として開催していま
す。来年度は根形地区で開催を予定していますので皆様の
ご来場をお待ちしております。
抽選会も大盛り上がり！

第15回シニアクラブ芸能発表会
シニアクラブ会員が、日頃の練習の成果を発表する機会です。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
日程：2月15日（木）10時開演 15時閉演予定

袖ケ浦市社会福祉協議会では、日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、
体の自由がきかない方が、地域で安心して生活できるように支援する「日常生活自立
支援事業」を行っています。この事業にご協力いただける方（生活支援員）を募集し
ています。関心のある方はぜひご連絡下さい。
支援内容：福祉サービスの利用に関する相談、利用料の支払い手続きや生活費の
払戻し等の金融機関の窓口での手続き等
応募要件：高齢者や障がいのある方への福祉活動に関心のある方（資格や経験
は問いません。）
※民生委員児童委員及び福祉サービス事業所等に所属している方を除きます。
※生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が指定する生活支援員養成研
修を受講していただきます。
２月１９日
（月）
に開催予
なお、生活支援員養成研修は、
２ヶ月に１度開催されており、
定です。
【次回開催予定４月頃】

福祉体験を通じて、

し あわせ』につい

て考える講座で、一人ひとりを尊重できる社会
づくりを目指す体験学習です。
体験内容
○車椅子体験
○視覚障がい者疑似体験（アイマスク体験）
○高齢者疑似体験
受講料：無料
対象者：10名程度以上のグループ・団体
その他：日時や場所は、ご相談ください。
申込・問合せ：地域福祉係

入場無料

日常生活自立支援事業の生活支援員を募集しています

福祉体験講座を実施しています
く らしの

平川中学校吹奏楽部の音楽セレモニー、
クリスマスメドレーを披露してくれました。

場所：袖ケ浦市民会館大ホール
内容：カラオケ、踊り、詩吟、ダンス等
問合せ：袖ケ浦市シニアクラブ連合会（社会福祉協議会） ☎６３-３８８８

誰もが幸せに暮らすための
「ふくし」
について考えてみませんか

『 ふ だんの

平岡小学校とシニアクラブ連合会で
合同合唱しました。

市内小中学校での
開催時の様子

申込・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。 期間
：平成２９年１２月１日〜１２月３１日

団体・個人
（順不同・敬称略）

金額
（円）

4,070
県営ゆうしん会
50,000
宮石一男
3,015
袖ケ浦どてカボチャの会
東京ガス㈱袖ケ浦LNG基地
東京ガス労働組合エネルギー
生産本部支部袖ケ浦連絡会 100,000
東京ガス㈱袖ケ浦LNG基地
安全衛生協力会
5,000
㈲リエム
40,763
袖ケ浦市立中央図書館

【赤い羽根共同募金】熊本地震義援金

第16回熊本地震義援金報告
（平成29年11月1日〜12月31日
（順不同)）

団体
（敬称略）
袖ケ浦市音楽協会

金額
（円）
4,310

震災後からの累計額は600,559円です。

団体・個人
（順不同・敬称略）

新星会
根形地区社会福祉協議会
（絶品焼きそば一部売上金）
たちばな会
住友化学労働組合 千葉支部
袖ケ浦地区農業まつり
神納一区シニアクラブ
匿名
（2件）

優秀賞

合

計

金額
（円）

30,000

ひとりで悩んでいませんか？？
「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。

10,000
15,153
40,000
6,862
24,261
8,000
337,124

※平成29年度4月からの累計額は1,807,767円です。

地域ぐるみ福祉推進標語

地域の輪 守られいつかは 守りたい
根形小学校 5年生 笹田 胡羽

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。
＊

【1月〜2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

1月18日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・長浦行政センター

2月8日
（木）
・市役所
13：00〜16：00 ・長浦行政センター

1月25日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター

2月15日
（木） ・市役所
13：00〜16：00 ・平川行政センター

2月1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
2月22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

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.218

※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

傾聴ボランティア交流会
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、事前にお申込みください。
日 時：3月9日（金）13時30分〜15時30分
場 所：社会福祉センター（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：3月7日（水）まで
申込・問合せ：ボランティアセンター

ボランティア募集・献品のお願い

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１０名募集
します。短い時間でもご協力頂ける方も歓迎します。
申込：ボランティアセンター
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います。
品物の内容や状態によっては、お受け取りできないも
のもありますので、ご了承ください。
１０時〜１４時
開催日時：３月４日（日）
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たのし
み】 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。
（月〜金曜 ９時から１８時）大友
申込・問合せ：６２-９１２１

ボランティアセンター
からのお願い

内 ボランティア
連絡協議会加盟団体：
23団体・2個人

）

参加者募集！
！

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

〜地域交流イベント

（

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

日

時：１月31日・2月7日・14日・21日
（毎週水曜日・全4回）10時〜12時
2月14日のみ、13時〜15時で録音体験を行います。
場
所：社会福祉センター（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
申 込 締 切日：1月23日（火）
申込・問合せ：ボランティアセンター

〜使用済み切手の切り取り方について〜

ボランティアセンターに集められた使用済み切手は、ボランティアのご協力により毎月第一月曜日
10時〜12時に整理作業を行っています。作業をよりスムーズに行えるよう、古切手の寄付をしてい
ただく際には、下記注意点をご参考にご協力をお願いします。
●収集対象となるもの
・記念切手 キャラクターやシリーズもの、○○記念と表記のある期間限定もの。
。
・普通切手 広く一般に流通し、よく見かけるもの。
消印の日付と地名が残るよう、切手周辺を１㎝程度残して切り取ってください。
長い消印の場合は、日付と地名が1つずつ残るように切り取ってください。
目打ち（切手のギザギザ部分）を切り取らないよう注意してください。
●収集対象外のもの
・消印が切り取られているもの

消印部分も収集対象となります。消印の部分を含めて
切り取ってください。
・官製はがきの切手部分など 官製はがきや航空書簡などの、あらかじめ印刷された切手部分
・メールスタンプなど 切手の代わりに押されたスタンプや、メール便のシール
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。ご寄付していただきました
収集物は、途上国の女性や母子を支援するジョイセフなどの団体へ送っています。
問合せ：ボランティアセンター

在宅医療と介護を考えるシンポジウムを開催します 最期まで住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けるために〜在宅医療・介護から看取りまで〜
日 時：2月17日（土） 13時30分〜16時
場 所：長浦公民館 多目的ホール
内 容：第1部 基調講演
講師：細井尚人（袖ケ浦さつき台病院 認知症疾患医療センター長）
第2部 歯科医師、薬剤師、ケアマネジャーによる活動発表・意見交換会

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１１月1日〜１１月3０日（順不同・敬称略）

西村和之 菅友代 西澤芳夫 石渡美紀子 緒方優亜
緒方優友 石渡榮 鈴木里枝 菅昌己 河内清 佐久山武夫
長浦マンドリンアンサンブル 健康麻雀あじさい
袖ケ浦市更生保護女性会 神納箕和田有志
ライフサポート彩輝 蔵波台つくも会 長浦駅前５丁目自治会
出津分区３班Ｂ 尾張屋木更津店
特別養護老人ホームみどりの丘 （株）富分
袖ケ浦菜の花苑 東京都千葉福祉園 椎の木グループ
蔵波台若草東自治会 （株）山九海陸千葉支店
県営ゆうしん会 （公社）千葉県緑化推進委員会
蔵波台ギターアンサンブル 臨海スポーツセンター
袖ケ浦市役所
匿名１1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」

定 員：100名（申込不要・先着順）参加無料
＊駐車台数に限りがありますので、乗り合いにご協力ください。
問合せ：市役所 高齢者支援課 ☎62-3225

＜食料品寄付＞にご協力ください食品は生活に困っている方などに提供しています
期 間：1月15日（月）〜2月28日（水）※土日祝を除く ９時〜17時
窓 口：社会福祉協議会 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
受付出来る物
（例）
：米、パスタ、乾物、缶詰、レトルト食品、飲料など
※常温で保存が可能な物、賞味期限が受付日から２ヵ月以上ある物
前回は、9月19日〜10月31日までの間で284.9㎏の食料品の寄附をいただき、フードバンクちばへ
お渡しいたしました。食料品の寄付をありがとうございました。

放課後児童クラブ指導員募集
賃
金：９６０円／時
業務内容：放課後児童クラブ指導員
（小学生の保育）
＊規定により交通費の支給有り
勤務時間：通常は放課後１４時頃〜１９時
込：履歴書を郵送または持参
一日保育の場合は７時４５分〜１９時の間の８時間以内 申
＊面接の日時・場所については、
シフト制による勤務
（有給休暇あり）
後日お知らせします。
就労場所：袖ケ浦市三ツ作８５５−２
（旧JA根形支店）
問 合 せ：社会福祉協議会
（地域支援係）
袖ケ浦市横田2385
（中川小学校内）
条
件：65歳未満で自力通勤の出来る方

日時 １月２６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

