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「声の広報」「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）

井之上 哲也
安田 清高
太田 房子
石井 美喜男
花澤 隆一
市野 三枝子
後藤 秀美

庄嶋 敏樹
廣田 常三
在原 美鈴
髙野 隆晃
杉沢 忠信
苅谷 文介
杉沢 文隆

鈴木 順一
小林 清子
松岡 幸子
森 正一
石木 政利
田中 晴美
宇野 武夫

中山 博明
鈴木 治夫
稲村 利実
川名 好枝
宗政 恒興
森 義臣
山根 美代子

小越 昇
山中 隆
髙橋 智
斉藤 節子
白熊 辨之助

優秀賞
松本 仁 （昭和小学校4年生） ありがとう　言える心が　やさしさの種
髙橋 萌々花 （蔵波小学校5年生） やさしさは　心をつなぐ　第一歩
竹内 志乃 （蔵波小学校6年生） 差し出した　その手にあふれる　思いやり
入選賞
遠山 宗佑 （長浦小学校4年生） 手つだうよ　荷物も心も　かるくなる
中根 小夏 （根形小学校4年生） 広げよう　相手を思う　助けの手
藤川 桜 （中川小学校4年生） 助け合い　小さな事から　コツコツと
薮崎 百々香 （奈良輪小学校5年生） 大丈夫？　そのひと言で　笑顔咲く
能城 陽太 （長浦小学校5年生） 助け合い　福祉の花を　咲かせよう
泉類 賢直 （中川小学校5年生） さし出した　手から伝わる　やさしい気持ち
牧野 弘尭 （長浦小学校6年生） 一人の手　支え合えば　みんなの手
福地 綺花 （根形小学校6年生） 差しのべる　温かい手に　笑顔なる
鈴木 大也 （根形小学校6年生） あなたから　やさしい言葉　とどけよう

・川上 大賀江
・袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
・出光千葉陸上輸送協力会
・袖ケ浦ワークスリサイクル会

・袖ケ浦市舞踊連盟

令和元年度受賞者令和元年度受賞者
福祉功労者表彰 　袖ケ浦市内で地域福祉の推進に貢献された方々が

表彰をされました。
　多年にわたり地域福祉の向上にご尽力ありがとう
ございました。
　今後ますますのご活躍をご期待いたします。

石橋 美奈子

小野寺 研一

山上 拓也

蔵波第４分区 中下区

渡邉 惠子
中山 文敏

渡邉 吉明
西川 三郎

後出 映子
稲葉 真理子

髙橋 光正
小野寺 研一

社会福祉協議会・民間社会福祉団体表彰

永年勤続民生委員・児童委員表彰

社会福祉施設、社会福祉協議会、その他社会福祉団体等役職員表彰

共同募金優良地区

永年勤続民生委員・児童委員表彰

全国社会福祉協議会会長表彰（敬称略） 袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）

地域ぐるみ福祉推進標語入賞者（順不同・敬称略）

袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状（順不同・敬称略）

全国民生委員・児童委員連合会会長表彰（敬称略）

千葉県社会福祉協議会会長表彰（敬称略）

千葉県共同募金会会長表彰（順不同・敬称略）

千葉県民生委員児童委員協議会会長表彰（順不同・敬称略）

祝

第１２回 袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催
　11月17日（日）第12回袖ケ
浦市地域福祉フェスタが長浦
公民館で開催され、673名の
方が来場されました。
　袖ケ浦の地域福祉推進の
ためにご尽力いただいた方々
への表彰や福祉推進標語の
表彰、長浦小学校の合唱、白
ゆり保育園の楽器演奏、長
浦エアロキッズによるダンス
などの発表が行われ、大勢の
方にご参加いただきました。
（団体発表出演者288名）
　それ以外にも福祉団体が
行う模擬店の出店や福祉ク
イズなどに参加されて、多く
の方に福祉にふれて頂くこと
ができました。

長浦小学校の合唱

白ゆり保育園の楽器演奏

　低所得世帯や障がい者
世帯、高齢者世帯などで、
母子・父子・寡婦福祉資金や
日本政策金融公庫などの
公的資金を借受できない方

（一時的に資金が必要な方等）を対象に、世帯
の自立等を図るために貸付事業を行っています。
【貸付の種類】※貸付には条件があります。

福祉資金 転宅費、小規模住宅改善費、療養費、
福祉車両購入費等の貸付

教育支援資金 高等学校や専門学校、大学の教育費
等の貸付

緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計が難しくなっ
た際の生活費等の貸付

総合支援資金
失業等により、日常生活の維持が難
しくなった世帯に対しての生活費等
の貸付

不動産担保型
生活資金

居住用不動産を有し、その住居に住み
続けることを希望する高齢者に対して、
その不動産を担保にした生活費の貸付

問合せ：地域福祉係

「生活福祉資金」を「生活福祉資金」を
ご存知ですかご存知ですか

・ 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原料生産本部支部袖ケ浦連絡会
　東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
・椎の木グループ
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　１２月２０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

収集ボランティア

○袖ヶ浦高等学校　生徒会
　ペットボトルキャップ…15.7㎏

○住友化学労働組合　千葉支部
　ペットボトルキャップ…111㎏
　古切手・…960ｇ

ご協力ありがとうございました

      

　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
12月19日（木）

13時～16時
・市役所
・平川行政センター

12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

1月9日（木）
13時～16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

日　　時 会　　場
1月16日（木）

13時～16時
・市役所
・長浦行政センター

1月23日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

1月30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

【12月～1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。＊

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。
追加募集　２０名（先着順） 受 講 料　無料
持 ち 物　筆記用具 締 切 り　令和２年１月２０日（月）
申込・問合せ　ボランティアセンター
＊すでに申込みを頂いている方については、再申込みの必要はありません。
〇音訳ボランティアを始めるきっかけにしてみませんか ‼
　主な活動・・社協だよりの音訳、広報そでがうらや議会だよりの音訳
　音訳ボランティアグループ「やまゆり」として、現在１２名が活動しています。

音訳ボランティア入門講座
参加者を追加募集します！！

令和２年１月３１日（金）・２月１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）の全４回
１０時～１２時　３回目の午後は、１３時より録音の体験

　ＮＰＯ法人ぽぴあ　“ひなげし”は、障がいをお持ちの方々が、働いている
作業所です。
　利用者のみなさんと一緒に作業をしてくださるボランティアを募集して
います。
募集内容　①内職作業
　　　　　②畑作業　　※どちらかの作業の中からお選びください。
募集時間　月曜日～金曜日　１０時～１２時、１３時～１５時
　　　　　※可能な曜日・時間帯をお選びください。
活動場所　ＮＰＯ法人ぽぴあ　ひなげし（袖ケ浦市神納 1-9-7）
連 絡 先　0438-40-5831　　担当：池田

お気軽にお問合せください。見学も随時受付けています。

ボランティア大募集

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。

　長浦地区社会福祉協議会では、地域の高齢者が集って楽し
いひと時を過ごしていただく「ふれあい長

な が ら く

楽サロン」を定期
的に開いています。サロンのモットーは、「ふれあいを地域の
方に楽しんでもらう」です。そのため、脳トレゲームをはじめ
としたゲーム、健康体操、懐メロの合唱などの他、外部講師を
招いての高齢者向けの健康講座等々、集まった高齢者が少し
でも楽しいひと時を過ごしてもらえるよう、その都度工夫を
凝らしています。
　また年に何度かは、地域の子ども向けの交流会である「な
ごやか交流会」と合同で開催し、高齢者と子どもたちが年齢
を超えてふれあう行事も行っております。高齢者はもちろん
のこと、子供たちにも人気のある集いです。
サロンを開いている集会場は、長浦駅前自治会館、久保田多目的会館、浜宿団地自治会
館、代宿公民館の４ヶ所で、いずれも午前１０時からの開催です。
　これから開く予定のサロンは、以下の通りです。不明な点は、地域の民生委員・児童委
員または袖ケ浦市社会福祉協議会にお尋ねください。

１２月１７日（火）：長浦駅前自治会館　  １月１９日（日）：浜宿団地自治会館
  １月３０日（木）：久保田多目的会館　  ２月  １日（土）：長浦駅前自治会館
  ２月  ９日（日）：代宿公民館　　　　  ２月２５日（火）：長浦駅前自治会館
  ３月  ８日（日）：久保田多目的会館　  ３月１２日（木）：代宿公民館

「ふれあい長楽サロン」

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
長浦地区

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

【ペットボトルキャップ、古切手】

＊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１１月１日～１１月３０日

【寄付金】
団体・個人（順不同・敬称略） 金額（円）

文化協会クッキングサークル 2,000
リメイク工房 3,000
新星会 26,000
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原
料生産本部支部袖ケ浦連絡会
東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全
衛生協力会

50,000

根形地区社会福祉協議会 10,000
粕谷金義 3,051
匿名（1件） 4,000

合　計 98,051
平成３１年４月からの累計額は1,398,103円です。

これからもご協力
お願いいたします

地域支え合い活動団体交流会が開催されました
　１０月３０日（水）長浦おかのうえ図書館３階会議室において、「お互いの
支え合いで、できること、したいこと」をテーマにワールドカフェを行い
ました。
　「ワールドカフェ」では、リラックスした雰囲気の中、少人数で自由な発
想の意見交換を行い、テーブルを移動することでメンバーが変わり、多く
の知恵や考えを集めることができました。
　最後に元のテーブルに戻った時には、参加者のアイディアや情報が模造
紙いっぱいに書きこまれていました。
＜会場の声＞
「災害時は近所の助けが重要だった」
「男の人はなぜサロンに来てくれないの？」
「シニアクラブに若い世代を」
「区長と民生委員ではやりきれない」

＜振り返り用紙の記載より＞
「いろいろな意見が聞けた」
「楽しかった。またやりたい ‼」
「他の人とも話してみたい」

　今回のグループ発表や振り返り用紙のご意見は、各協議体の課題解決の
ヒントとして活用していきたいと思います。
　今後もご要望があれば、地区の集会場等でこの事業の講座や助け合い
体験ゲーム等を開催していく予定です。ぜひご活用ください。
「あなたが地域の宝物！」住民主体の活動にご協力をください。
問合せ：地域福祉係

生活支援体制整備事業報告

新 名 称：オレンジカフェ袖ケ浦　　開催場所：袖ケ浦市民会館２階会議室
開催日時：毎週水曜日　10時～12時30分
電　　話：070-4021-4802（変更なし）
事 務 局：特別養護老人ホームサニーヒル内（担当：岡嵜、鶴岡）
開 始 日：令和２年１月１５日

認知症カフェきみさんち
移転ならびに名称変更のお知らせ

髙橋俊幸　渡邉惠子　小助川開光　前田匡子
三井基子　植田莉子　大田心晴　上倉奈々優
星野菫　鈴木快空　小泉喜代　髙地アヤ子
髙橋佳代子　柳瀬芳枝　河内清　長嶋忠雄
上嶋晃太　菅友代　小坂井直美　石渡美紀子
松﨑幸子

（有）近藤コンクリート　千葉県社会福祉事業団
長浦マンドリンアンサンブル　袖ヶ浦高等学校
健康麻雀あじさい　袖ケ浦市更生保護女性会
若草東自治会　かずさファシリティサービス（株）
神納箕和田有志　尾張屋横田店　東京ドイツ村
ろんろん　ＰＯＬＡＳＵＮＲＩＳＥ蔵波台
臨海スポーツセンター　カトレアンホーム
東京ガス（株）袖ケ浦ＬＮＧ基地
東京ガス労働組合生産支部袖ケ浦連絡会
東京ガス（株）袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
袖ケ浦菜の花苑　（株）シバサキ建設

（株）メディアサイトウ　平川保育所
袖ケ浦市民会館　袖ケ浦市役所
匿名　12名


