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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）

　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、社会福祉関係者、
地域内の福祉施設職員、教育関係者及び地域団体、学識経験者
の方々を中心に活動しています。

地区
社協

身近な地域で
顔の見える関係をつくります

顔の見える関係づくり みんなで支え合う地域福祉

●�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協力をお願いします。

「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。

ボランティア
（個人・団体）

民生委員
児童委員 自治会

公民館 商店・企業 社会福祉
施設

住民学校 地区社協

地区社協の活動を紹介します
身近な交流の場　サロン活動 【全地区】

　サロン活動は、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実施
しています。地区ごとに内容は異なります。

長浦地区：「ふれあい長楽サロン」
（場所：長浦駅前自治会館）
　百歳体操やゲームで身体を動かしたり、
楽器演奏を聴いたり、一緒に歌ったりして
います。

根形地区：「ほっと一息サロン」
（場所：のぞみのマルシェ）
　ピアノ演奏やオカリナ演奏などにあわせ
て歌を歌ったり、簡単な体操やおしゃべり
などをしながら楽しいひと時を参加者どう
し満喫しています。

見守り訪問事業【全地区】

名幸ケ丘子育てサロン【平岡】
対　象：乳幼児（就学前）と保護者の方
※おじいちゃん、おばあちゃんも是非ご参加下さい。
内�　容：屋根付きの公園として、親子で集う場と
なっております。
　おもちゃを用意してお待ちしています。
場　所：平岡公民館　２階視聴覚室
開催時間：毎月第２木曜日
	 1０時～１２時（８月を除く）
１１時半頃からはお遊戯や専門職による栄養・健康などのお話です。

地区社協広報紙【全地区】
内�　容：各地区社協の活動や地域の
出来事等を地域の方々に知ってい
ただき、地域住民の顔の見える関

係づくりを進め
るために発行し
ています。

各地区社協の広報
部会員が記事を作
成しています。

わくわくチャレンジ【昭和】
対　象：昭和小、奈良輪小の児童及び保護者等
内　容：スナッグゴルフ、グランドゴルフやレク等

平成30年、令和元年
は台風や猛暑の影響
で中止となってしま
いましたが、子どもと
大人がふれあえる機
会を今後も地区社協
で検討していきます。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を行い、つな
がりを築く場となるように楽しいゲーム等を通して世代間交流を実施して
います。※ながうら青空の会と共催で実施しています。

長浦地区：8月２日久保田多目的会館で
房総カルタなどを楽しみました。

蔵波地区：7月２３日蔵波小学校でペアリ
ングキャッチなどを楽しみました。

シニア料理教室【中富】
対　象：70歳以上の高齢者
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。

ベテラン主婦
と共に男性陣
も張り切って
参加していま
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、日帰り旅行を行
い高齢者の交流を促進します。

蔵波地区：日帰りの小旅行を実施していま
す。毎年楽しみにされている参加者の方が
多くいます。（開催時期や行き先は各地区
で異なります）

視察研修【全地区】
内�　容：地域福祉の推進のため、先進
地の視察研修を行っています。

平岡地区：昨年２月７日に長柄町社会福祉協
議会の方々と情報・意見交換を目的とした視
察研修を実施しました。

対�　象：７５歳以上のひとり
暮らし高齢者及び８０歳以
上の夫婦のみ世帯（夫婦と
もに８０歳以上）等
内�　容：見守りを目的に月に
1回各地区社協の事業推進
委員（民生委員児童委員）
が自宅を訪問します。

子ども同士、保護者同士のふれ
あいの場として、ゆったりとした
雰囲気で行っております。

敬老会【全地区】
対　象：70歳以上の高齢者
内�　容：地域にお住いの方のご長寿を各種演芸
や抽選会等でお祝いします。

中富地区：平成３０
年９月に行われた中
富地区敬老会では、
和太鼓演奏、小学校
の合唱や演芸等で
大いに盛り上がりま
した！※令和元年度
は台風の影響によ
り全地区中止とさ
せて頂きました。
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●おしゃべりサロン「ひびき」	 日時　２月２８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

　 ほっとテレホンサービスとは…  
　ひとり暮らし高齢者の孤独感を癒すため、ボランティアが
ご自宅に電話をします。

日　時：毎週水曜日　１０時～１２時の間（１５分～３０分程度）
対象となる方：市内在住で６５歳以上のひとり暮らしの方
その他：サービスの利用は無料です。
　※この事業は、相談事業ではありません。
　　お話しをすることで利用者の孤独感を癒すことが目的の事業です。
申込・問合せ：ボランティアセンター

 ほっとテレホン（電話訪問）利用しませんか！！

　根形地区社会福祉協議会では、毎年１回、
地域住民と児童との交流を目的に昔遊び教
室を開催しています。
　今年は、１月１７日（金）に根形小学校の体
育館を会場とし、元気いっぱいな根形小の１
年生と楽しいひと時を過ごしました。
　昔遊び教室では、今はあまりやらなくなっ
た、お手玉やけん玉、めんこ、竹馬、コマ回し、
あやとりなどをやりました。
　子ども達も、やったことのない遊びに始めは悪
戦苦闘している場面もありましたが、そこは子ども、
いつのまにかできるようになっている！…スゴイ！！
　子ども達の適応力の高さにあっと驚かされるとと
もに、子ども達から元気をもらった楽しい時間とな
りました。

昔遊び教室で根形小学校１年生と楽しいひと時を過ごしました！

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
根形地区

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】（順不同・敬称略）

＊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２年１月１日～１月３1日

これからもご協力
お願いいたします

令和元年度 第3回第２層圏域協議体会議が開催されました
今回は各協議体の課題に対する情報収集、活用方法について話し合いました。

生活支援体制整備事業報告

西澤光　長谷川よし　緒方松江　木村アサ子　溝口香代子
植田莉子　大田心晴　大田慈英　鈴木快空　上倉菜々優　
三井基子　山本雅子　上嶋那奈　渡辺洋子　友田和美
蔵波台ＰＯＬＡＳＡＮＲＩＳＥ　かずさファシリティサービス（株）　
関自動車　長浦マンドリンアンサンブル　尾張屋横田店　
更生保護女性会　袖ケ浦ふれあい
ちばぎんＶネットクラブ事務局　神納箕和田有志
健康麻雀あじさい　平川いきいきサポート
臨海スポーツセンター　袖ケ浦菜の花苑
袖ケ浦福祉センターひまわり　ながうら健康福祉支援室
袖ケ浦市民会館　長浦公民館　袖ケ浦市役所
匿名　6名

　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。
日　時：２月２６日（水）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：２月２０日（木）まで
申込・問合せ：ボランティアセンター

傾聴ボランティア交流会

生きがい活動通所支援事業（いきいきサロン）指導員募集

優秀賞

やさしさは　心をつなぐ　第一歩 蔵波小学校 5年生 髙橋　萌々花

地域ぐるみ福祉推進標語

昭和・根形（1/21） 長浦・蔵波（1/20） 平岡・中富（1/31）

【寄付金】
個人 金額（円）

匿名（1名） 1,627
合　計 1,627

平成３１年４月からの累計額は1,699,285円です。

問合せ：地域福祉係

※お詫び
社協だよりVOL、２０５、１月１５日発行の裏面に掲載されました寄付団体、ペットボトル
キャップ・古切手に一部誤りがありました。謹んでお詫び申し上げます。
誤　根形公民館陶芸サークル協会　→　正　根形公民館陶芸サークル協議会
誤　緒方松枝（敬称略）	 →　正　緒方松江（敬称略）
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　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
2月20日（木）

13時～16時
・市役所
・平川行政センター

2月27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

3月5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
3月12日（木）

13時～16時
・市役所
・長浦行政センター

3月19日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

3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

【2月～3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。

利用者
募集！

日産化学株式会社・日本燐酸株式会社の皆様
ありがとうございました

　日産化学株式会社様並びに日本
燐酸株式会社様から、車両一台（三
菱自動車　ミニキャブ　バン）を
ご寄贈頂きました。寄贈して頂きま
した車両は、本会が行っている地
域福祉事業で活用させて頂きます。
ありがとうございました。

業務内容：いきいきサロンの運営・利用者支援
就労場所：毎週火曜日；平岡公民館　１１時３０分～１６時３０分
　及び	 毎週木曜日；老人福祉会館　１１時～１６時３０分
勤務時間	（祝日・年末年始除く）　　採用人数：１名
条　件：自力通勤の出来る方、６５歳未満の方
賃　金：１，００４円／時　＊規定により交通費の支給有り
採用予定日：令和２年４月１日から１年間
申込み：履歴書を郵送または持参　
＊面接の日時・場所については、後日お知らせします。
問合せ：地域支援係

おたすけ手帳の助け合い
団体紹介ページに付随
する手引きを作成しよう！

長浦・蔵波圏域のサークル
やサロン等の情報を

まとめた手帳を作成しよう!

一目でわかる平岡・中富
圏域の集いの場マップを

作成しよう！

身近な集いの場を
探そう

得意な人に協力依頼しよう

小さな助け合いグルー
プがたくさんできるよう、
助け合い団体を立ち上げ
るための手順がわかる資
料作成に取り組むことに
なりました。

様々な意見をまとめた結
果、圏域内の区長さんや
自治会、飲食店等に情報
提供と協力をお願いする
ことになりました。

自治会代表の方々や地
域の皆様のご協力のもと、
圏域内の自治会館（６４カ
所）の現地調査を実施し
ました。

ヒント集をつくろう！

お気軽に
お問合せ
下さい！

　１月２１日（火）に障がいのある方々が集う会
を老人福祉会館で開催しました。
　この集いは、毎年１２月１日から１２月３１日の
間に行っている歳末たすけあい募金を財源と
しています。
　市内在住の障がいを持っている方々が集い、
交流を深め、社会参加を推進することが集いの目的です。
　今年は２２名の方にご参加頂き、ビンゴゲームや触って中身を当てるゲー
ム、音楽に合わせて行う体操など、多くの方が集ってこそ盛り上がるレクリ
エーションを通じて交流を深めて頂きました。
　開催にご協力頂きました皆様ありがとうございました。

障がいのある方々が集う会•••• ••••


