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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）

　70歳以上の方のご長寿を祝し、これからもお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：演芸発表や金婚（結婚50周年）記念品の贈呈、抽選会など
主　催：市内各地区社会福祉協議会
問合せ：地域福祉係

　株式会社トクヤマエムテック袖ケ浦工場様及び五栄
土木株式会社袖ケ浦事業所様から場所と電気を無償提
供いただき、自動販売機を設置しました。
　この自動販売機の売り上げの一部は本会が実施する
福祉事業の財源として活用させていただきます。

　今年度で12
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13日
（金）に盛大に
開催されました。
　当日は、188
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、中村隆実行委員長から、
473,288円を社会福祉協議会に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。

　自然災害により、各府・県において被害が多数発生しています。被災された方の
支援として、本会も窓口となり、義援金の募集を行っています。
　皆様の温かいご支援をよろしくお願い致します。

※お寄せいただいた義援金は、被災地域の共同募金会を通じ、被災された方へ配分されます。
※義援金の募集要綱については、ホームページでご確認ください。

※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。

第１２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

被災者への義援金を受け付けています被災者への義援金を受け付けています被災者への義援金を受け付けています被災者への義援金を受け付けています被災者への義援金を受け付けています
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金

平成30年7月豪雨災害義援金（中央共同募金会）

平成30年7月広島県豪雨災害義援金

地　区 開催予定日 場所 開演時間
昭　和 9月17日（月・祝） 市民会館 12：20〜
長　浦 10月14日（日） 長浦小学校 13：00〜
蔵　波 10月14日（日） 蔵波小学校 13：00〜
根　形 9月17日（月・祝） 根形公民館 13：00〜
平　岡 9月17日（月・祝） 平岡公民館 12：30〜
中　富 9月17日（月・祝） 平川公民館 13：00〜

蔵波コース 長浦コース 久保田コース
16組　61名 16組　61名 17組　56名

合計　１８８名

義援金の名称 共同募金会名 募集期間
平成３０年７月岐阜県豪雨災害義援金 岐阜県共同募金会 平成30年9月11日
平成３０年大阪府北部地震義援金 大阪府共同募金会 平成30年9月28日
平成３０年米原市竜巻災害義援金 滋賀県共同募金会 平成30年9月28日
愛媛県豪雨災害義援金 愛媛県共同募金会 平成30年9月28日
平成３０年７月豪雨災害義援金 中央共同募金会 平成30年9月28日
平成３０年７月豪雨高知県災害義援金 高知県共同募金会 平成30年9月28日
平成３０年７月福岡県豪雨災害義援金 福岡県共同募金会 平成30年9月28日
平成３０年７月豪雨島根県災害義援金 島根県共同募金会 平成30年9月28日
平成３０年７月豪雨岡山県災害義援金 岡山県共同募金会 平成30年12月28日
平成３０年７月広島県豪雨災害義援金 広島県共同募金会 平成30年12月28日
山口県平成３０年７月豪雨災害義援金 山口県共同募金会 平成30年12月28日
平成３０年７月豪雨災害義援金 京都府共同募金会 平成30年12月31日

（平成30年7月13日～7月31日（順不同)）
団体名 金額

㈲すみれ福祉会 10,100 
ふくた保育園 17,000 
美咲コーポレーション 5,700 

合　計 32,800 

（平成30年7月13日～7月31日）
団体名 金額

袖ケ浦市商工会青年部 60,000

（平成30年7月13日～7月31日（順不同)）
団体名 金額

大空保育園 17,000 
白ゆり保育園 21,000 
長浦保育園 21,500 
認定こども園まりん 19,500 
公文式福王台教室 30,000

合　計 109,000 

自動販売機の設置場所を
募集しています

　袖ケ浦市社会福祉協議会の趣旨に賛同いただき、
自動販売機を設置していただける会社様を募集し
ています。
　ぜひ自動販売機の設置にご協力をお願いします。
問合せ：庶務係 清涼飲料水：五栄土木㈱

袖ケ浦事業所様

【当日参加人数】

自動販売機の設置
～ありがとうございます～

敬老会を開催します

カップ麺：㈱トクヤマエム
テック袖ケ浦工場様
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　８月２４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

【ペットボトルキャップ、古切手】（順不同・敬称略）

【寄付金】

石渡榮　菅友代　西村和之　渡辺芳美　髙橋優紀　浅沼真也　感王寺敏子　西沢芳夫　石渡榮　櫻山紀子　鈴木蓮
辻藤武司　赤松義雄　石渡美紀子　西澤光　小川雅子　窪田葵　八里凜乃　緒方優亜　平畠ひまり
山中未理杏　植田莉子　大田心晴　上嶋晃太
健康麻雀あじさい　長浦マンドリンアンサンブル　蔵波台若草東自治会　百目木公園管理組合　出津分区3班Ｂ
長浦駅前5丁目自治会　臨海スポーツセンター　袖ケ浦菜の花苑　（株）黒田不動産鑑定所　柴﨑商事（株）
広栄化学工業株式会社　広栄化学労働組合　県営ゆうしん会　（株）一条工務店千葉　（有）津田工務所
千葉県社会福祉事業団　つくも会　（有）平成エンタープライズ　メディアサイトウ　袖ケ浦市役所
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＊

　中富地区では、現在11の団体がサロン活動（いきいき百歳体操）を毎週行って
います。すでに各サロン団体は地区の皆様達で自主活動をされています。高齢社会
が進む中で、活動されている方達はこの百歳体操を継続する事で自分達の健康寿命
を少しでも延ばせる事をしっかりと理解して活動に参加され、半年ごとの体力測定
の結果も良い成果が出揃う中、皆様益々元気になって笑顔の絶えないサロン活動に
なっているのが伺えます。
　私共、中富地区社協のサロン部会は各地区のサロン活動（いきいき百歳体操）が
益々盛んに行われるように応援・サポートをしております。各団体へは、年に何度
か地区社協主催のサロン会を開催し、私達サロン部会と給食部会の方々・ひらかわ
サブセンター職員の方々・平川公民館との共同企画・中川駐在所巡査等の協力を頂
き「お茶会・警察官の講話・レク体操・筋トレ体操・歌等」で皆様との交流を図ら

せて頂いております。現在ではサロン会への参加者はどこの地区でも女性の方が圧
倒的に多くいらっしゃいますが、男性の方の積極的な参加を勧めていき、更にサロ
ン会が楽しくなる様に、又サロン活動がまだ行われていない地区の皆様への（いき
いき百歳体操）の説明会（体験会）の開催などを展開していきます。地理的に難し
い地区等もありますが、対策を検討していきながら、中富地区内のすべての地区で
サロン活動が行われる事を目標にしています。

皆さん！
いきいき百歳体操で健康寿命を延ばして毎日を元気に楽しく過ごしましょう！！

　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、保険加入の都合上、事前にお申込みください。
日　　時：９月２０日（木）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１8日（火）　　申込・問合せ：ボランティアセンター

　８月２日（木）、市内在住の小学生を対象とした夏休みボランティア講座を
開催しました。当日は、太陽がギラギラと照りつける晴天となりましたが、元
気いっぱいの小学生や保護者の方20名の参加がありました。

リサイクル業者で換金し、「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。
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。ありがとうございました。

いきいき百歳体操で皆様明るく元気です！！

入選賞

とうこう時  いつも見るかお  うれしいね
根形小学校　5年生　三原　瑛大

※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。

袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付、協力ありがとうございます。
（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。

個人・団体（敬称略） 金額（円）
石川　よし子 5,000 
髙橋　優紀 4,133 
袖ケ浦落語同好会 7,600 
第１２回袖ケ浦市福祉
チャリティーゴルフ実行委員会 473,288 

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）袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）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

ボランティア

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
中富地区

平成３０年４月からの累計額は1,010,621円です。

収集ボランティア ご協力ありがとうございました

夏休みボランティア講座を開催しました！

傾聴ボランティア交流会 参加者募集

期間：平成３０年７月1日～７月３１日

○広栄化学工業株式会社 広栄化学労働組合
　ペットボトルキャップ・・・95㎏

古切手・・・600ｇ　ベルマーク・・・540枚
プリペイドカード等・・・33枚

日　　時：９月２３日（日）　１２時～１４時
＊活動時間は、１１時１５分～１４時（終了後、３０分程度の片づけ有）
会　　場：袖ケ浦学園　グランド（雨天時は園内で開催）
内　　容：模擬店・ゲームコーナーの手伝い、利用者の付き添い　等
申込締切：８月３１日（金）　　申込み：ボランティアセンター
	〈問合せ先〉袖ケ浦学園　袖ケ浦市上泉１７６７－２１
	 電話　０４３８－７５－４５８５（月～金　９時～17時）

袖ケ浦学園 秋祭りボランティア募集

      

　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。＊
問合せ：地域福祉係

日　　時 会　　場
8月23日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

8月30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6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？？

ただし、受付は15：30まで
日　　時 会　　場

9月13日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

9月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

9月27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。

地域ぐるみ福祉推進標語

個人・団体（敬称略） 金額（円）
広栄化学工業株式会社
広栄化学労働組合 30,000

袖ケ浦市ボランティア
連絡協議会 250,000

匿名1名 1,000
合　計 771,021

【寄付品】
団体

（敬称略）

袖ケ浦地区
退職公務員連盟

タオル107枚

①世界の子供たちの現状

【一人分】
ポリオワクチン … 約20円
MMRワクチン 約114円

（はしか、おたふくかぜ、三日ばしか）
結核ワクチン …… 約7円

・ペットボトルキャップが世界中の人に役立っていることがわかった。
・家族のみんなに募金やエコキャップのことを伝えたいです。
・ペットボトルキャップがワクチンに変わるまでや、貧しい国の人の状況が分かった。
・ペットボトルキャップを集めようと思いました。

②ワクチンはいくらするの？

参加した皆さんの感想

③集団接種の様子

～みんなから集められたペットボトルキャップはどうなるの？～

Ｐキャップ整理ボランティア
◇活動の様子◇
　毎月１回　第一月曜日　13：30〜15：30
　11名のメンバーで活動しています。

日本では予防可能な感染症によって、
５歳まで生きられない子どもたちは、

１日に４，０００人

ワクチンさえ
あれば助かる。

ワクチンは口から
接種するんだって。 キャップ2kg（約860個）で

ポリオワクチン1名分相当になります

①世界の子供たちの現状①世界の子供たちの現状①世界の子供たちの現状①世界の子供たちの現状
世界の総人口の７３憶人のうち、約１２憶の人たちが
一日１ドル（約150円）以下の生活をしているんだって…。




