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〈災害ボランティア活動の様子〉

～赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。～
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、
昨年の台風１５号の被害により開設した災害ボランティアセン
ターの運営にも使われました。
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
ベース『はねっと』で公開しています。
『はねっと』
【http://www.akaihane.or.jp】
皆様の温かいご協力をよろしくお願い致します。

瓦礫の撤去

ブルーシート張り

クリアファイル募金
（限定クリアファイル）
− 10月から始まります−

クリアファイルは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
い合わせください。
※各種限定４枚（初音ミク３種類）
問合せ：庶務係

〜今年度市内でのイベント・街頭募金は実施致しません〜

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度市内で
のイベント・街頭募金は実施致しませんが以下のホームペー
ジから募金することもできますので是非ご協力
ください。

ht tp s : // h a n et t . a k aih a n e .o r. jp/
donate/entry/100/12/12229/

募金箱設置にご協力を

１０月１日から１０月３１日までの１ケ月間、赤い羽根
共同募金箱を設置していただける事業所やお店を募
集しています。
共同募金運動へご協力をお願いします。
問合せ：千葉県共同募金会袖ケ浦市支会（庶務係）
☎️63-3888

フードバンクちば<食品寄付>に
ご協力をお願いします。
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１４日（月）～１０月３０日（金）※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
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

冷蔵・冷凍食品、生物、青果
アルコールなど

※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

※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

※「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。

問合せ：地域福祉係

敬老会中止のお知らせ
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

新規社会貢献型自動販売機設置場所を
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
いただける事業所様を募集しています。
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
て活用させて頂きます。
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

心配ごと相談中止のお知らせ
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。
【中止となる相談日】
日

時

会

場

・市役所
9月17日
（木）
・平川行政センター
13時～16時

日

時

会

場

・市役所
9月24日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター

問合せ：地域福祉係

「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）
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2020年（令和2年）9月15日

あつ ボランティア
まれ
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

参加者大募集！！

音訳ボランティア入門講座を開催します。
日 時：１０月９日（金）
・
１６日（金）
・
２３日（金）
・
１１月６日（金）全４回
１０時～１２時
※ただし、
１０月２３日（金）は、午後に録音体験を実施す
る為、
１０時～15時までとなります。
場 所：袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
内 容：音訳に関する基礎知識及び技術について
音訳体験（実際に広報そでが
音訳ボランティアとは…
うらの音訳を体験していただ
視覚に障がいのある方のた
きます。）
めに、活字で書かれている書籍
対象者：市 内在住又は、在勤の方で音
や雑誌、広報紙、新聞などの内
訳ボランティアに興味関心が
容を音声にして伝える「ボラン
あり、受講後活動の意志があ
ティア」です。
る方
入門講座では、音訳に関する
定 員：１０名（先着順）
基礎知識、技術を学んでいただ
受講料：無料
くとともにふだん体験すること
のできない、音訳の体験も行い
持ち物：筆記用具
ますので、ぜひ、この機会に講
その他：マスク着用でのご参加をお願
座を受講してみませんか？
い致します。
皆様のご参加をお待ちしてお
締 切：１０月５日（月）
ります
！
！
申込・問合せ：ボランティアセンター

根形地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
～根形地区社会福祉協議会の紹介～
４月から新会長のもと、事業推進委員２４名の新体制で根形地区社会福祉協議
会をスタートしました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、地区社会福祉協
議会事業を中止とさせていただいておりますので、今回は、これまでに行って
来た事業の一部をご紹介します。
●ひとり暮らし高齢者等を対象とした 「あやめ祭り」
老人福祉会館を会場に、参加者、事業推進委員と満
開の菖蒲を観賞し、ボランティアの協力によりオカリ
ナの演奏やカラオケなどを楽しみました。
●高齢者の集いの場 「ほっと一息サロン」
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！
「ほっと一息サロン」 は、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。

「ほっとテレホンサービス」ボランティア募集！！
「ほっとテレホンサービス」とは！
？
利用者（６５歳以上のひとり暮らし高齢者）とボランティアが、日常の様々
な会話を電話をとおしてすることで、利用者の孤独感を和らげることを目的
に実施している事業です。
人と話をすることが好きな方、ほっとテレホンサービスのボランティア活
動に興味をもっていただけた方等いらっしゃいましたら、ぜひ、お気軽にお問
い合わせください。
ほっとテレホンサービス実施日時：毎週水曜日１０時～１２時
上記の時間内で 1 回あたり１５分～２０分程度
活 動 頻 度：月１回～２回程度
活動場所等：ボランティアセンター内の部屋にて、ボランティアセンターの電
話機を使用し、利用者とお話しをしていただきます。
申込・問合せ：ボランティアセンター

生活支援体制整備事業

探して
～高齢者が暮らしやすい地域づくりのために～
？
みませんか

コロナ禍の「今できること」

生活支援コーディネーター

なかなか収束しない新型コロナウィルス感染症拡大。
楽しく集うことが難しいなか、各地で工夫を凝らした取
（福祉新聞2020年7月20日より）
り組みが生まれています。

【事例１
：兵庫県淡路市社協】
高齢者の孤立防止のため、庭先等で野菜のプランター栽培を推奨する
「プランターファーム見守りプロジェクト」に800世帯が参加。
水やりや収穫で高齢者が外に出る機会と、地域のゆるやかな見守りにつ
ながっています。
【事例２
：東京都多摩市】
11人の住民サロンサークル（50～90代）が、三密回避でお互いの近況
を記した交換日記をはじめ、思い出話や家族の代筆で近況や地域情報を
共有しています。
※生活支援コーディネーター（ＳＣ）は、地域の「今あるもの」の把握と活性化、
担い手の発掘と養成、新たな取り組みの創出、関係者のマッチングとネット
ワークづくりを進めています。
「自分にも何かできるかな？」という方はお気
軽に各圏域ＳＣにご相談ください。
問合せ：地域福祉係

袖ケ浦市の取り組み

～「お散歩」で地域活動しませんか～

袖ケ浦市さんぽプロジェクト

「『三密』は避けたい」
「でも活動をしたい」
そんなあなたに
おすすめしたい！

詳しくは9月15日号の広報そでがうらをご
登録
覧ください。
しませんか？
※対象者は市内在住のおおむね６５歳以上
の方で２名以上のグループです。
問合せ・参加登録：市役所高齢者支援課 ☎62-3225

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
（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。
期間：令和２年8月１日～8月３1日

【ペットボトルキャップ、古切手等】

令和2年8月１日～8月31日（順不同・敬称略）

昨年度の「ほっと一息サロン」開催時の様子

今年は、残念ながらコロナ禍の中、事業を中止とさせていただきましたが、コロナウ
イルス感染症終息後には、また皆様と楽しいひとときを過ごしたいと思っています。
皆様も、３密を避けるなどの感染予防を行い、事業再開後には元気にお会いできる
ことを楽しみにしております。
根形地区社会福祉協議会 事業推進委員一同

シニアクラブ新規会員大募集中！

シニアクラブ連合会は高齢者の「生きがい・健康・仲間づくり」のため、
同世代で支えあい「より良い地域づくり」を目指し日々活動しています。
仲間と一緒にスポーツ等を楽しんだり、美化活動など地域貢献を行った
り、楽しい時間を過ごしてみませんか。お気軽にお問合せ下さい。
問合せ：袖ケ浦市シニアクラブ連合会（地域福祉係） ☎63-3888

【寄付金】

個人

金額
（円）

渡辺芳美 鶴岡しづ江 小助川開光 北村幹夫
匿名
（2件）
23,000
友田和美 曽田優我 石渡美紀子 三井基子
八里凜乃 星野菫 植田莉子 大田心晴
合 計
23,000
大田慈英 鈴木快空 長谷川紫穂 山本雅子
令和２年４月からの累計額は 303,211円です。
上嶋駿太 髙瀬たみ
長浦マンドリンアンサンブル 健康麻雀あじさい
【寄付品】
株式会社片山組 袖ケ浦地区更生保護女性会
長浦駅前５丁目自治会
個人
物品名
かずさファシリティサービス（株）
匿名
車イス 1台
千葉県社会福祉事業団 ＮＰＯ法人ぽぴあ
袖ケ浦市役所 臨海スポーツセンター
袖ケ浦菜の花苑 カトレアンホーム
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
神納一区出津分区３班Ｂ 昭和中学校生徒会
これからもご協力
チヨダウーテ（株） 手話サークル「めだかの会」
お願いいたします
合同会社ＫＮＫおとの里 （株）荏原製作所
（株）メディアサイトウ 蔵波台若草東自治会
（有）渡辺産業
匿名 13名

地域ぐるみ福祉推進標語
助け合い 小さな事から コツコツと

入選賞

中川小学校 4年生 藤川 桜

※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。

