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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　地域支援係

生活支援体制整備事業

社会貢献型自動販売機を設置
～ありがとうございました～

新規自動販売機設置場所を募集しています

フードバンクちば<食品寄付>に
ご協力をお願いします。

　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。
　ご近所・お友達等お誘いあわせのうえ、ご来場ください。
　心から、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：市内の各地区社会福祉協議会

　木更津ゴルフクラブ様から場所を無償提供いただき、自動販売機
を従業員食堂に設置しました。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。

　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

　フードバンクとは、「食料銀行」を意味する社会福祉活動で、まだ、食べら
れるのに賞味期限が近いなどの理由で流通できない食品や家庭に眠ってい
る食品を寄付していただき、食べ物に困っている人へ届ける活動のことを
言います。
　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。
　ご寄付いただ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：９月１７日（火）～１０月３１日（木）※土日祝日を除く

９時～17時
窓　口：袖ケ浦市社会福祉協議会	 袖ケ浦市役所地域福祉課

ながうら健康福祉支援室	 ひらかわ健康福祉支援室

問合せ：地域福祉係

地　区 開催日 場　所 開演時間
昭　和 9月16日（月・祝） 市 民 会 館 12時～15時30分頃
長　浦 9月16日（月・祝） 長浦公民館 13時～15時30分頃
蔵　波 10月13日（日） 蔵波小学校 13時～16時頃
根　形 9月16日（月・祝） 根形公民館 13時～15時30分頃
平　岡 9月16日（月・祝） 平岡公民館 12時30分～16時頃
中　富 9月16日（月・祝） 平川公民館 13時～15時30分頃

※プログラムの進行により終了時刻は前後することがあります。

受付出来る物（例） 受付出来ない物（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

冷蔵・冷凍食品、生物、青果
アルコールなど

※開封や破損等で中身が出ている物
賞味期限が受付日から２ヵ月未満の物など

【募金活動予定】
日　時 場　所 内　容

10月1日（火） 6時45分～8時15分
ＪＲ袖ケ浦駅

駅頭での募金活動
ＪＲ長浦駅

10月8日（火）10時30分～11時30分 イオン長浦店 店頭での募金活動

10月26日（土） 9時～15時 袖ケ浦公園
第2駐車場

イベントでの募金活動（もくもくフェスタ）
クリアファイル募金や

ヨーヨー釣り募金を実施します。

　500円以上の募金をされた方へプレゼントいた
します。詳細はお問い合わせ下さい。
※各種限定 5 枚
	（初音ミク4 種類）
（ガールズバンドパーティ1種類）
問合せ：庶務係

※「フードバンクちば」は、個人や企業から食料品を寄付していただき、生活に困っている方や支
援団体などへ食料品の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。

敬老会を開催します
　いつまでも住み慣れた地域で暮らしていくために、現在支え合いを地域で活動し
ている団体の交流会を開催します。
日　時：10月30日（水）13時30分～15時30分
場　所：長浦おかのうえ図書館　3階大会議室
対　象：〇市内で下記の活動を行っている団体

・健康増進・介護予防の活動を行っている団体
・高齢者の生活支援の活動を行っている団体
・高齢者のサロン等、交流活動を行っている団体
〇市内在勤または在住で
・サークル活動を行っている方
・地域での支え合いの活動に興味がある方

内　容：支え合い活動団体の情報交換・活動に関する意見交換　他
定　員：40名（先着順）　参加費：無料
申込・問合せ：電話で事前申し込み。　10月23日（水）締切

地域福祉係

　8月27日（火）社会福祉センターでの講座では、現在活動中
の団体紹介の後に受講者全員で『助け合い体験ゲーム』を実
施しました。
　「〇〇に困ってます。」「私ができるよ！」という会話を通じ
て支え合い活動の進め方を体験しました。今後もご要望があ
れば、地域の集会場等で講座を開催していく予定です。

地域支え合い活動交流会 参加者募集

地域支え合い活動入門講座が開催されました。

「あなたが地域の宝物！」住民主体の活動にご協力ください。

告知

報告

～赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。～
じぶんの町を良くするしくみ。

クリアファイル募金（限定クリアファイル）
ＪＲ袖ケ浦駅自由連絡路 イオン長浦店

　今年も10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が実施されます。
　自治会や職場、学校などを通じてご協力いただいた募金は、福祉の推進などじぶ
んの町を良くするために使われます。また、地震や豪雨等の災害復興支援にも役立
てられます。
　ご協力いただいた募金の使途については、赤い羽根データーベース
「はねっと」（http://www.akaihane.or.jp）でお知らせしています。
　皆様の温かいご協力をお願いします。
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　９月２７日（金）13時30分～15時30分　場所　老人福祉会館　問合せ　ボランティアセンター

　毎月、第 2木曜日10時になると「のぞみ
野マルシェ」から笑い声、明るい声が聞こえ
てきます！
　集まっているのは、のぞみ野周辺にお住ま
いの皆さん。
　お友達との話に花が咲いている方、飲み
物やお菓子を食べながらリラックスされてい
る方、様々な方々がいらっしゃいます。
　「ほっと一息サロン」は、ピアノ演奏や楽器演奏にあわせて参加者で歌を歌っ
たり、簡単な体操や根形地区社協名物の「ねばねば体操」を行い、心と体の
健康増進を図るとともに地域の皆様がお茶を飲みながらコミュニケーションをと
ることのできる集いの場になっております。
　サロンの内容は、月ごとに変わりますが、是非、お気軽にご参加ください！

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
れれボランティア

日　時：１０月４日・１１日・１８日・２５日　１０時～１２時（全４回）
３回目の午後は、１３時より交代での録音の体験となります。

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・関心があり、受講後活動の意志がある方。
定　員：２０名（先着順）　　受講料：無料　　持ち物：筆記用具
締　切：１０月１日（火）
申込・問合せ：ボランティアセンター

　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、必ず事前にお申込みください。
日　時：９月２０日（金）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　　申込締切：９月１８日（水）
申込・問合せ：ボランティアセンター

音訳ボランティアとは…
　視覚に障がいのある方のために、活字で書かれている書籍や雑誌、広報紙、
新聞などの内容を“音声にして伝える”ボランティアです。
　聞き手が情報を得るために利用するものなので、内容が正しく伝わるよう
に、書いてあることを書いてある通りに読まなければなりません。音訳ボラン
ティアは、視覚障がいのある方の「目の代わり」となって、情報を“声”で伝える
ことが大切です。

～笑い声と笑顔あふれる楽しいひと時を！！～

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
根形地区

収集ボランティア

○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・・・860ｇ
　ベルマーク・・・303枚

○昭和中学校
　ペットボトルキャップ・・・42.5㎏

ご協力ありがとうございました

講座開催　参加者大募集！！
音訳ボランティア入門講座を開催します。

１０月４日（金）・１１日（金）・１８日（金）・２５日（金） 全４回

傾聴ボランティア交流会　参加者募集

「ほっと一息サロン」
開催日時：毎月第2木曜日10時〜11時30分
場　　所：袖ケ浦市のぞみ野66-1

（のぞみ野マルシェ）
参 加 費：100円（茶菓子代として）

・・・認知症で 人生終わりになんて、僕がさせない。・・・
日　時：９月２０日（金）15時30分～17時（15時開場）
会　場：市民会館　中ホール
主　催：袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会　　　
問合せ：事務局（担当：松﨑　☎７５-４５８５）

“ケアニン”～あなたでよかった～ 上映会のご案内

      

　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。 問合せ：地域福祉係

日　　時 会　　場
10月10日（木）

13時～16時
・市役所
・長浦行政センター

10月17日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

10月24日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

日　　時 会　　場
9月19日（木）

13時～16時
・市役所
・平川行政センター

9月26日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

10月3日（木）
13時～16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

【9月～10月の心配ごと相談日】ただし、受付は15時30分まで

＊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。＊

１人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。

【ペットボトルキャップ、古切手】（順不同・敬称略）

相馬政子　鈴木和行　小倉信行
川野邉彩潤　感王寺敏子　西沢芳夫
細野楽人　佐久山武夫　上嶋晃太

百目木公園　かずさファシリティサービス（株）
ゆうしん会　東京ドイツ村　
長浦マンドリンアンサンブル
蔵波台若草東自治会　栗の木会　つくも会
蔵波台ＰＯＬＡＳＵＮＲＩＳＥ　臨海スポーツセンター
百目木公園管理組合　袖ケ浦福祉センター
ＧＧさつき台　昭和中学校
ながうら健康福祉支援室　平岡公民館
袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所

匿名９名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

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。

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。
（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）期間：令和元年8月１日～8月31日

【寄付品】

【寄付金】

団体（敬称略） 物品名

シンプレスジャパン㈱ ポロシャツ・
Ｔシャツ

千葉県
退職公務員連盟会 タオル

団体（敬称略） 金額（円）
三井化学サンアロイ㈱ 50,000

合　計 50,000
平成３１年４月からの累計額は740,520円です。 入選賞

やさしい目　オレンジ帽子の　みまもり隊
中川小学校 5年生 大島　かなえ※学年は、第１１回袖ケ浦市地域福祉フェスタ（平成３０年度）時のものです。

地域ぐるみ福祉推進標語

入場無料

日　時：１０月６日（日）１０時～１４時３０分　雨天決行
場　所：東京都千葉福祉園（住所：代宿８番地）
催し物：生産品販売、フリーマーケット、ブラスバンド演奏、模擬店など

～～「園まつり」のボランティア募集～～
活動時間：９時３０分～14時30分　　活動内容：利用者支援、行事補助
申込締切：９月１７日（火）　その他：ボランティアの方は昼食の用意があります。
問合せ：	東京都千葉福祉園（担当：山口　☎62-6991）

さつき会ふれあい祭り
日　時：10月20日（日）9時～13時　　場　所：袖ケ浦さつき台病院　リハケア棟
テーマ：地域とつくる健やか体と心
内　容：講演会「高血圧」「減塩のすすめ」「ストレス対処法」、健康スタンプラリー

（①健康チェック・血糖測定②歩行年齢③ドライブシミュレータ④口腔ケ
ア⑤減塩食、とろみ食等試食⑥各種相談⑦パン・コーヒー販売ほか

問合せ：袖ケ浦さつき台病院看護部（担当：賀来　☎62‐1113）
＊長浦駅から送迎バスがあります。

健康に関する様々な催しを
ご用意しています。

皆様のご来場
お待ちしています！！

東京都千葉福祉園 園まつり


