
1 2018年（平成30年）2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.

182

顔

「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）

シニアクラブ

学校

公民館 社会福祉施設 商店・企業

ボランティア
団体

住民

自治会民生委員・
児童委員

地区社協

　袖ケ浦市内には、「昭和地区」「長浦地区」「蔵波地区」「根
形地区」「平岡地区」「中富地区」の６つの地区社会福祉協議会
（以下地区社協）があります。
　地区社協では、民生委員児童委員、自治会の役員、社会福祉
関係者、地域内の福祉施設職員、教育関係の代表及び地域団
体、学識経験者の方々を中心に活動しています。

● 自分の地域のために必要なことを考え活動していく
団体です。
●自治会や各種団体の方々のご協力が不可欠です！

身近な交流の場　サロン活動【全地区】
　いきいきサロンは、仲間づくりの場、
地域の皆さんの交流の場です。
　外出の機会が少なくなりがちな高齢者
が、おしゃべりなどを楽しむ場（サロン）
を通じて、地域の皆さんと交流を深める
ことで、住み慣れた地域の中で支え合
い、安心して楽しく暮らしていくことを目
指しています。簡単な体操やゲームをす
るなど、地区ごとに内容は異なります。

なごやか交流会【長浦・蔵波】
対象　地区の児童及び保護者
内容　地域の親子がふれあう場、子ども

と地域の大人が交流する場とな
るように楽しいゲーム等を実施し
ています。

※ ながうら青空の会と共催で実施してい
ます。

子育てサロン【平岡】
対象　子育て中の親子
内容　屋根付きの公園として、親子で集

う場を提供しています。
場所　平岡公民館
開催時間　毎月第2木曜日
　　　　　10時～12時（8月を除く）

わくわくサマーチャレンジ【昭和】
対象　昭和小・奈良輪小の児童及び保護

者等
内容　スカイクロス・スナッグゴルフやレ

ク等

敬老会【全地区】
対象　70歳以上の高齢者
内容　地域にお住まいの方のご長寿を

児童等の発表、各種演芸、抽選会
等でお祝いします。

給食サービス【全地区】
対象　70歳以上のひとり暮らし高齢者
内容　月に1回、見守りを目的に給食ボラ

ンティアが作ったお弁当等を民生
委員児童委員がお届けしていま
す。また、年に1回、昼食会を行い
ます。

ふれあいバスハイク【全地区】
対象　70歳以上のひとり暮らし高齢者
内容　年に1回、小旅行を行い高齢者の

交流を促進します。

シニア料理教室【昭和・根形・中富】
対象　高齢期の食生活に関心のある方
内容　高齢期の健康に必要な栄養につ

いて学び、調理実習を行います。

視察研修【全地区】
内容　先進地を視察研修し、自分の地域

のために様々な検討を行います。

地区社協の活動を紹介します ※各地区社協により内容は異なります。

根形地区：「ほっと一息サロン」
（場所：のぞみ野マルシェ）
毎月第2木曜日の10時～11時30分で開催し
ています。

中富地区：「いきいきサロン」
（場所：小路青年館）
百歳体操の体験をしたり、地元駐在所巡査の
話を聞いたり、皆で懐かしのメロディーを歌っ
たりしています。

「地域のために活動したい！」
という方はどなたでも参加でき
ます。一緒に活動していただけ
る方を募集中です！
☎63-3888（地域福祉係）
お電話お待ちしています。

身近な地域で
　 の見える関係をつくります

地地
ち くち く

区区
社社
しゃきょうしゃきょう

協協

長浦地区：８月24日久保田多目的会館でけん
玉などを楽しみました。

蔵波地区：7月25日今井幼稚園で紙飛行機飛
ばしなどを楽しみました。

親子のふれあい、お母さんどうしの交流の場
として楽しく、賑やかに実施しています。

8月21日に木更津ゴルフクラブで参加者全員、
和気あいあい、楽しい一日を過ごしました！！

長浦地区：７月２０日に柏市増尾地域ふるさと協
議会（土地区社会福祉協議会）で行われている
「多世代交流コミュニティーサロンつちのこ」
について視察研修を行いました。

昭和地区：４月５日老人福祉会館でお弁当を食
べながら演芸を見て、和気あいあいと楽しい
ひと時を過ごしました。

平岡地区：日帰りのバスハイクを実施していま
す。毎年楽しみにされていらっしゃる方が多く
います。（行き先は地区毎に異なります）

蔵波地区：10月15日蔵波地区敬老会で蔵波小
学校の皆さんが合唱を披露してくれました。

根形地区：男性陣も奮闘しています！

地区社協広報紙【全地区】
内容　地区社協活動や地区の様々な出

来事を掲載し、お住まいの地区の
顔の見える関係を築きます。

地区の広報委員が記事を作成しています。

顔の見える関係づくり みんなが支え合う福祉社会
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ボランティア登録数
（平成３０年１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：
294名

●登録ボランティア団体：
６４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）　　0438-63-0825219No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　2月23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

申　　込：履歴書を持参または郵送
　　　　　＊ 面接の日時・場所については、後日お知らせします。
問 合 せ：社会福祉協議会（地域支援係）

優秀賞 地域ぐるみ福祉推進標語

「おはよう」が　
　　この町みんなの

「愛」言葉
根形小学校　6年生　小平　瑠乃

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

期間：平成30年1月1日～1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。

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12月1日～12月31日（順不同・敬称略）

濱口美和子　中友忠　石渡榮　角田文江　増田愛
平井和夫　山崎とよ子　井原新造　尾形憲司　滝口英夫
理崎二三代　西村芳夫　石渡美紀子　豊島久美子
佐久間恒雄　上嶋那奈
高齢者健康体操クラブ　健康麻雀あじさい
千葉県社会福祉事業団　神納箕和田有志
長浦マンドリンアンサンブル　蔵波台6丁目若草自治会
ろん○ろん　八ツ手G　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　蔵波台つくも会　
千葉県緑化推進委員会　椎の木グループ　尾張屋木更津店
東京ガス（株）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　
東京ガス（株）LNG基地安全衛生協力会　
百目木公園管理組合　千光寺障害クラフト　
（株）メディアサイトウ　長浦公民館　袖ケ浦市役所　
老人福祉会館
匿名12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＊＊

（ペットボトルキャップ・
  使用済み切手などの寄贈）

○ご協力ありがとうございました。
　会社の皆さんで、１年間集めていただいたペットボトル
キャップと古切手、ベルマークの寄贈がありました。

● 収集ボランティア ●
○東京ガス株式会社袖ケ浦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ＬＮＧ基地連絡会
　東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
ペットボトルキャップ・・・49㎏
古切手・・・6,614枚　ベルマーク・・・71枚

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。

      

　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いますので、併せてご覧ください。＊

日　　時 会　　場
2月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

2月22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

3月1日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

【2月～3月の心配ごと相談日】 ただし、受付は15：30まで
日　　時 会　　場

3月8日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

3月15日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

3月22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

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。

寒い季節の健康対策の講演会
日　時：3月13日（火）10時～11時
場　所：長浦駅前自治会館　〔住所：長浦駅前5-19-4〕
内　容：～転倒予防のための転びにくい環境と身体作り～　
講　師：袖ケ浦さつき台病院　理学療法士　村西義雄　氏
問合せ：袖ケ浦さつき台病院 総合広域リハケアセンター
　　　　電話38-3088（担当：村西・橋本・佐藤）

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　　第2部　活動発表・意見交換会

袖ケ浦いきいき百歳体操“地区交流大会”
　住民主体の憩いの場「いきいき百歳体操」の地区交流大会を開催します。根形
地区で活動するグループを中心に、日頃の活動を報告するほか、講演や参加者全
員で体操実演を行います。
《プログラム》
・参加グループ表彰
・グループ代表からの活動報告
・講演「健康寿命をのばす秘訣～お医者さんからのアドバイス～」
　講師：袖ケ浦さつき台病院副院長　猪野友行医師
・みんなで行う百歳体操
※動きやすい服装、水分補給のお茶等をご持参ください。
日　時：2月24日（土）13時30分～16時
場　所：根形公民館　視聴覚室

問合せ：市役所　高齢者支援課　☎（62）3225

傾聴ボランティア交流会傾聴ボランティア交流会
　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、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　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興味、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

参加者募集!!

団体・個人（順不同・敬称略） 金額（円）
袖ヶ浦落語同好会 10,000
袖民会 20,000
髙橋　優紀 3,684
匿名 2,000

合計 35,684
※平成29年度4月からの累計額は1,841,451円です。

個人（敬称略） 物品名
匿名（1件） プラスチック手袋

業務内容：放課後児童クラブ常臨指導員（運営・小学生の保育）
就労場所：袖ケ浦市三ッ作855-2（旧JA根形支店）
勤務時間：月曜日～金曜日
　　　　　13時30分～19時　5.5時間　（祝日・年末年始除く）
　　　　　一日保育の場合は7時45分～19時の間の8時間（有給休暇有り）
　　　　　＊ 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
応募条件：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、または取得見込みの人
　　　　　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、または取得見

込みの人
　　　　　＊上記の他　普通自動車運転免許
採用人数：1名
賃　　金：1,030円／時　（健康保険・厚生年金・雇用保険加入）
　　　　　規定により交通費の支給有り

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（有給休暇有り）
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2385（中川小学校内）
応募条件：65歳未満で自力通勤の出来る方
賃　　金：960円／時　＊規定により交通費の支給有り

放課後児童クラブ職員募集放課後児童クラブ職員募集


