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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）

昭和地区社会福祉協議会
１ サロンいきすこ
２ わくわくチャレンジ
３ ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業
４ いきすこ昭和地区社協便り
５ 敬老会
６ ふれあいバスハイク
７ お花見昼食会

長浦地区社会福祉協議会
１ ふれあい長楽サロン
２ なごやか交流会
３ ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業
４ なぎさ通信
５ 敬老会
６ お花見昼食会
７ ふれあいバスハイク
８ 長浦地区社協便り
蔵波地区社会福祉協議会
１ ひとり暮らし高齢者等見守り訪問
２ いきいきサロン
３ 敬老会
４ ふれあいバスハイク
５ なごやか交流会
６ お花見昼食会
７ たんぽぽ通信
８ 蔵波地区社協便り

中富地区社会福祉協議会
１ 敬老会
２ ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業
３ たんぽぽ通信
４ いきいきサロン
５ お花見（あやめ）昼食会
６ ふれあいバスハイク
７ いきいき料理教室
８ 中富地区社協だより

平岡地区社会福祉協議会
１ 敬老会
２ ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業
３ お花見昼食会
４ ふれあいバスハイク
５ いきいきサロン
６ 名幸ケ丘子育てサロン
７ ふくし名幸ケ丘

「生活福祉資金」を
� ご存知ですか
　社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、休業や失業等により収入が減少された方（世
帯）に対して資金の貸付を行っています。
　また、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。
　ご相談・お申込みの方は、必ずお電話にてお問合せ下
さい。
問合先：地域福祉係

　市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地
域社会をオール袖ケ浦で実現するため、袖ケ浦市地域福祉活動計画（第４期）を策定しました。
　そのような地域社会を実現するには、市民一人ひとりが人と人との絆や地域社会を大切に
しながら、自発的に、相互に助け合っていくことが重要ですのでご協力をお願いします。
　※計画書は本会ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

○計画期間　令和2年度から令和7年度までの6年間

○計画の体系

〇地区の特性に応じた事業

【新型コロナウイルスの影響を受けた方への貸付】※貸付には条件があります。

緊急小口資金（特例貸付） 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少され、
一時的な資金が必要な方への貸付

総合支援資金（特例貸付） 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等により収入が減少され、
生活の立て直しが必要な方への貸付

【新型コロナウイルスの影響に関わらずお困りの方への貸付】※貸付には条件があります。
福 祉 資 金 転宅費、小規模住宅改修費、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、その居住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

根形地区社会福祉協議会
１ ほっと一息サロン
２ ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業
３ 福祉教育の推進
４ ふれあいバスハイク
５ お花見昼食会（あやめ祭り）
６ 敬老会
７ 根形地区社協だより

基本理念 「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい
 安心で充実した生活をおくれるまちづくり」
基本視点１　すべての個人の人間性を尊重します
基本視点２　市民参加による協働と助け合いのまちをつくります

基本目標

（１）多様な情報の発信 ▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

（２）福祉への理解促進

（１）担い手の育成

（２）地域活動の促進

（３）地域活動団体の
連携・協働の推進

（４）非常時の活動

（１）相談機能の充実

（２）権利擁護の推進

（３）支援体制の充実

広報、
啓発活動の
充実

1

2
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地域活動の
活性化

生活課題に
応える
支援の充実

施　策 主な事業

○社協だより事業
○ホームページ事業

○【新】ＳＮＳ等情報発信事業
○声の広報事業

○社協だより事業（再掲）
○ホームページ事業（再掲）
○地域福祉フェスタ事業

○地域福祉標語事業
○福祉教育推進事業
○ボランティア養成事業

○サロン事業
（地区社会福祉協議会事業）
○貸付事業
○歳末たすけあい事業

○移送サービス事業
○【新】生活支援体制整備事業（再掲）
○【新】フードバンク事業の協力
○【新】居場所づくり活動支援事業

○ボランティアセンター事業
○ボランティア養成事業（再掲）

○地区社会福祉協議会事業
○ボランティアセンター事業（再掲）

○【新】生活支援体制整備事業
　（再掲）

○各種団体事務局（民協、シニア、遺族、Ｖ連）
○団体助成事業（当事者団体）
○【新】社会福祉施設等連絡協議会との協働
○地区社会福祉協議会事業（再掲）

○災害ボランティアセンター事業
○【新】災害対策コーディネーターとの連携事業

○心配ごと相談事業

○日常生活自立支援事業

○【新】生活支援体制整備事業

○関係機関と連携した相談

○【新】成年後見支援事業
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袖ケ浦市
地域福祉活動計画（第4期）の概要
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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

差しのべる　温かい手に　笑顔なる
根形小学校　6年生　福地　綺花

※学年は、第１２回地域福祉フェスタ（令和元年度）時のものです。

入選賞地域ぐるみ福祉推進標語

令和２年度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7月１日～7月３1日
【ペットボトルキャップ、古切手等】
令和2年7月１日～7月31日（順不同・敬称略）

髙橋光正　柏辰悦　渡辺芳美　石渡美紀子　友田和美　
花澤道子　髙橋佳代子　鈴木和行　北村幹夫
大橋壯　角田文江　鈴木恒久　西沢芳夫　小松俊三　
太田洋子　石井久和　土田華暖　土田真義　相馬政子
神納箕和田有志　長浦マンドリンアンサンブル
手話サークル「めだかの会」　のぞみ野ＰＯＬＡＳＵＮＲＩＳＥ　　
百目木公園管理組合　健康麻雀あじさい
合同会社Ｋ・Ｈ・Ｋ通所介護事業所おとの里
蔵波台若草東自治会
地域包括支援ながうらサブセンター
住友化学労働組合千葉支部
かずさファシリティサービス（株）　東京ドイツ村
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　袖ケ浦市役所
臨海スポーツセンター　袖ケ浦菜の花苑
日産化学（株）　日産物流（株）東日本支店
小料理なの花　（株）黒田不動産鑑定
広栄化学工業株式会社広栄化学労働組合
千葉県自動車整備専門学校　シルバー寄合所「きらく」
匿名　9名

【寄付金】
個人・団体（敬称略・順不同） 金額（円）
広栄化学工業株式会社

広栄化学労働組合 30,000

匿名（1件） 100,000
合　計 130,000

令和２年４月からの累計額は   280,211円です。

これからもご協力
お願いいたします

収集ボランティア

○住友化学労働組合　千葉支部
　ペットボトルキャップ…… …1６７．２㎏
　古切手………………… …447ｇ
　ベルマーク……………… …21枚

○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…… …9２．５㎏
　古切手………………… …820ｇ
　ベルマーク他…………… …230枚

ご協力ありがとうございました

ペットボトルキャップは、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。
皆様のあたたかいお気持ちを、大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

＜全体会（市内3圏域）＞
　公民館の使用が再開した７月８日、３圏域の協議体メンバーによ
る全体会を開催しました。
　感染防止の対策をとりながら、これまでの情報を共有し、今年
度の活動方法についてお話しました。
　その後三密回避のため一部会場を移し、今年度第1回第２層圏
域協議体を行いました。

問合せ：地域福祉係

＜第２層圏域協議体＞　　　
　協議体では各圏域が知恵を
出し合い、このコロナ禍でも地
域の強みを活かせるテーマに
ついて意見を出し合いました。

令和２年度

第１回第２層圏域協議体が開催されました。

生活支援体制整備事業

昭和・根形

長浦・蔵波 平岡・中富

　例年、ご長寿のお祝いとして、各地区敬老会を地区社会福祉
協議会主催で開催しておりますが、今年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止とさせていただきます。 
　参加される皆様の健康と安全を優先し、来年、安心して皆様
のお顔を拝見したいと思います。
　残念ではございますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し
上げます。

問合せ：地域福祉係

敬老会中止のお知らせ

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
中富地区

　中富地区社協見守り事業部会では、毎月1回のひとり暮らし高齢
者等の訪問事業の際に、地域のボランティアの方が作成したお手紙
を一緒にお届けしております。
　時節に合わせたお手紙の中身は、防犯情報や熱中症の注意喚起など、
もらった方々を気遣う内容がいつも織り込まれており、見守りの際に
お届けするこのお手紙は心温まると大変好評を頂いております。

たんぽぽ通信の発行

令和2年7月号

      

新型コロナウイルス感染症対策のため、心配ごと相談は中止となっております。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

感染状況などにより、中止期間が延長になる場合があります。ご了承ください。

日　　時 会　　場
８月27日（木）

13時～16時
・平川行政センター
・市役所

日　　時 会　　場
8月20日（木）

13時～16時
・長浦行政センター
・市役所

【中止となる相談日】

問合せ：地域福祉係

心配ごと相談中止のお知らせ


