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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）

こんにちはこんにちは  ですです
～　支えあう　住みよい社会　地域から　～

　5月12日は「民生委員・児童委員の日」
です。
　大正6（1917）年5月12日に岡山県済
世顧問制度設置規程が公布されたこと
に由来します。

　民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支
援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

　袖ケ浦市では市内を3地区に分けて、92名（平
成30年4月1日現在）の民生委員・児童委員が活動
しています。

　昭和地区　民生委員・児童委員21名
 主任児童委員2名

　長浦地区　民生委員・児童委員37名
 主任児童委員2名

　東部地区　民生委員・児童委員27名
 主任児童委員3名

　民生委員・児童委員には法による守秘義務があ
ります。相談内容が他の人に伝わることはありま
せん。

※お住いの地区の民生委員と連絡をとりたい方は、
事務局までご連絡ください。
袖ケ浦市民生委員児童委員協議会　事務局
電　話：63-3888　　担　当：地域福祉係

　民生委員・児童委員は担当地区の住民の相談に
応じたり、地区社会福祉協議会と連携し、地域住
民の見守り活動等を行っています。
　また、各種会議等で住民の地域福祉向上に向け
た取り組みなどを検討しています。

民生委員の会議の様子です。各種制度等を研修し、
活動に役立てています。

主任児童委員は 袖ケ浦市の活動は

安心してご相談ください

子どもや子育てに関する支援を専門に
担当する民生委員・児童委員です。

民生委員・児童委員は、
あなたの身近な相談相手として

相談内容に応じて
関係機関への「つなぎ役」に

なります
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こんな 　　　　ありませんか悩 み

ご近所ご近所 のこと

虐待虐待 かも…

子育て子育て のこと

ご近所で        　　　　ことありませんか気になる 

生活・健康生活・健康の不安

ひとり暮らしでさみしい
高齢者二人で、
何かあった時に不安
身体やうつ・認知症
などが心配

最近、○○さんの姿を見かけない
○○さんの家に何日分も
新聞がたまっている
○○さんが送りつけ商法の
被害にあっているみたい

○○さんの家の怒鳴り声と
子どもの泣き声がすごい…
○○さんの子どもが何日も
服を変えていない…
○○さんの年金が同居の親族に
使い込まれているみたい

子育てのことで
相談できる人がいない…
子育てがうまくいかなくて不安…
子どもをたたいてしまいそう
子どもが学校に行かなくなった…

お金お金 のこと

生活費がない
子どもの進学費
がない
定年退職後の
生活費が不安

福祉サービス福祉サービス
困っているけど、どこに
相談していいのか
分からない…
介護保険は
どうやって使うの？

介護保険

配食サービス
○○○○○

のこと

民生委員・児童委員民生委員・児童委員

金婚式を迎えるご夫婦に金婚式を迎えるご夫婦に
記念品を贈呈します記念品を贈呈します

　社会福祉協議会では、結婚
50周年を迎えるご夫婦をお祝
いし、記念品を贈呈します。

【対象】
市内在住で昭和43年9月1日から昭和
44年8月31日に婚姻されたご夫婦。
※昭和43年8月31日以前に婚姻さ
れ、金婚祝品の贈呈を受けていない
方も対象です。

申込方法：
戸籍謄本（発行から3カ月以内のもの）
と夫婦の氏名（ふりがな）・住所・電話
番号を記入した書面を郵送または持参
してください。
申込期限：7月27日（金）
申込・問合せ申込・問合せ：：
〒299-0256　飯富1604〒299-0256　飯富1604
社会福祉協議会　地域福祉係　☎社会福祉協議会　地域福祉係　☎(63)3888(63)3888
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●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　５月２５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

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30年4月1日～4月30日（順不同・敬称略）

新保清子　中友忠　北村幹夫　西沢芳夫　
長嶋忠雄　櫻山芳子　齋藤澄江
山口三枝子　柳瀬芳枝　小島ヨシエ
渡辺芳美　石渡美紀子　河内清
健康麻雀あじさい　シルバー寄合所「きらく」
長浦マンドリンアンサンブル　
（株）玉川電機　中川小学校　（株）富分　
東京ドイツ村　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　一条工務店
八ツ手Ｇ　ひびき　谷元電機　つくも会
千葉県社会福祉事業団　袖ケ浦市民会館　
袖ケ浦市役所
匿名13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）

　ボランティア連絡協議会登録団体が歌や日本
舞踊、フラダンスなどを披露し、日頃の活動の
成果を発表します。
　その他にも、ボランティア活動をまとめたパネルの展示やお楽しみ抽選
会もあります。
　皆様のご来場をお待ちしています。
日　時：6月10日（日）10時～15時30分　
場　所：袖ケ浦市民会館　大ホール
入場料：1,000円　当日券もあります。
主　催：袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
問合せ：ボランティアセンター

　いきいきクラブは、脳卒中など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。
　体操の補助などのお手伝い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　13時～14時30分 ＊月1度からのお手伝いで構いません。
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　　申込み・問合せ：ボランティアセンター

日　時：6月16日（土）
 13時30分～15時30分
場　所：市民会館大ホール
内　容：活動グループの表彰、体操実演
対　象：百歳体操に興味がある方
定　員：300名（参加費：無料、参加申込み不要）
問合せ：市役所高齢者支援課
 （電話62-3225）

日　時：5月20日（日）10時～12時　
場　所：長浦公民館
内　容：こども食堂の概要、始め方について
参加費：無料　　問合せ：かずさこども食堂ネットワーク（担当：阿南）
電　話：090-9102-3147　E-mai：dm2p6w@bma.biglobe.ne.jp

　蔵波地区社会福祉協議会では、高齢者同士や子育て中の若いお母さん方との
コミュケーションの場としてサロンを開いています。日常の何気ない会話やゲー
ムや歌など、お茶を飲みながら楽しいひとときを過ごしませんか。
　昔懐かしい歌、レクレーション体操、折り紙、ヨガ体操、輪投げやゴルフ、落語、
民謡、マジック、お話しなどをその都度用意していますので、楽しんでいただける
と思います。
日　時：毎月第４木曜日　13時から15時頃まで（日時は変更になることがあります）
場　所：蔵波台自治会館　大会議室
参加費：無料　予約や申し込みなどは不要です。お茶とお菓子を用意してお待
 ちしています。ふらっと立ち寄ってみてください。
問合せ：地域福祉係

木曜ふれあいサロンで午後のひととき ゆっくりお茶をしませんか

第22回ボランティアチャリティーショー第22回ボランティアチャリティーショー
開催のお知らせ！！開催のお知らせ！！

「いきいきクラブ」体操補助ボランティア募集 袖ケ浦いきいき袖ケ浦いきいき
百歳体操交流大会百歳体操交流大会

こども食堂スタートアップセミナーのご案内

収集ボランティア

ご協力ありがとうございました。

○蔵波中学校
　ペットボトルキャップ…102.5㎏

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

おはようと　明るくかわす　登校の道
中川小学校　４年生　山脇　双葉

※学年は第１０回袖ケ浦市地域福祉フェスタ（平成29年度）時のものです。

　社会福祉協議会では、「フードバンクちば」の活動の一助となるよう、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。

期　間：5月14日（月）～6月29日（金）※土日祝を除く
8時30分～17時15分

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

※「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として活動
している団体です。

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30年4月１日～4月30日

団体（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦市舞踊連盟 ５０，０００
袖ケ浦市職員会KFGC会 ２，１００
青少年相談員根形支部 ５，０００

合　計 ５７，１００

個人（敬称略） 物品名
堀野　フミエ 紙おむつ・パット

袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
☎0438-63-3988（直通）　FAX 0438-63-0825

ああ
まま
つつ
れれ

袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）（社会タンティアセ
☎0438 63 3988（直通） FAX 0438 63 0825

ボランティア

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
蔵波地区蔵波地区

フードバンクちば＜食品寄付＞にご協力ください。フードバンクちば＜食品寄付＞にご協力ください。

急募！

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

      

日　　時 会　　場
5月17日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

5月24日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

5月31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

【5月～6月の心配ごと相談日】 ただし、受付は15：30まで
日　　時 会　　場

6月7日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

6月14日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

6月21日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

6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

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。
　相談は、「予約不要」で「無料」です。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。

木更津総合高等学校
和太鼓部のみなさんによる
演奏の披露があります。

百歳体操の様子百歳体操の様子

＊各公民館にちらしを設置していますので、
併せてご覧下さい。
問合せ：地域福祉係


