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※申込・問合せ先が係名となっている場合、
電話・FAX番号はこちらです。

地域歳末たすけあい事業
見舞金の申請を受け付けます

住民参加による地域福祉活動を支援します

歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「つながり ささえあ
う みんなの地域づくり」をスローガンに、地域住民やボランティア、民生委
員児童委員、社会福祉関係者の協力を得て実施しています。袖ケ浦市内で
は、生活困難世帯・ひとり親世帯を支援していきます。

助成対象事業 次のすべてに該当する事業
・12月1日（火）～ 令和3年１月31日（日）の間に市内で行
うもの
・高 齢者や障がい者、生活困難の方、子育て中の親子を
支援したり、その支援の必要性について住民の理解を
広げるもの、または自らが抱える生活課題の解決に向
けて活動するもの
・誰もが参加できる事業
・政治・宗教活動、営利を目的としていない事業
対 象 市内に住所を有する次のいずれかの団体または個人
・障がい者や高齢者、子育て中の親子などを支援する団体
など（NPO、ボランティア団体、個人等）
・障がい者などの当事者団体
※共 同募金配分金による助成を受けている団体は対象外
となります。
助成額 1万円～3万円（参加人数により異なります）
申請期限 11月9日（月）
問合せ 地域福祉係
☎６３－３８８８

生活困難世帯たすけあい見舞金

ひとり親世帯たすけあい見舞金

生活困難世帯は、生活保護基
準額のおおむね1.5倍の収入を目
安とします。
なお、生活保護受給世帯は対
象外です。
※申 請時に生 活状 況を確認する
場合がありますので、ご了承く
ださい。
申請方法 本人からの申請が必
要です。詳細は、問合先にご連絡
ください。
申請期限 11月9日（月）

対象のひとり親世帯は、児童
扶養手当を受給している世帯です。
申請方法 対象の方に届く児童
扶養手当証書に、
「たすけあい見
舞金」の申請書等を同封します
ので、案内を確認し、申請してく
ださい。
申請期限 11月9日（月）
▶対象と思われる世帯で、申請書
類が届かない場合は、問合先に
ご連絡ください。

生活支援体制
整備事業

～高齢者が暮らしやすい地域づくりのために～

コロナ禍で休止中だった支え合いや集いの場が
少しずつ動き始めました。

地域の担い手の皆さんは、感染防止対策を念入りに行い、再開しています。
参加される際は、次の内容に留意しましょう。

・「マスクの着用」、
「水と石鹸による手洗い」、
「人との距離を確保」
・毎日の体温計測で体調を整え、発熱や感染症状がある時は参加を自粛しましょう
・お互いの距離は互いの手が届く範囲以上空けましょう（できれば２m）
SC
・会話をする際は、正面にたたないように気をつけましょう
【長浦地区社協：ふれあい長楽サロン】
※8月の猛暑時は参加者の安全を考慮し、開催を見送りました。
＜スリッパの消毒＞

<受付時の感染対策>

＜２部制入替で密回避＞

長浦駅前自治会館（7月）

代宿公民館（９月）

久保田多目的会館（７月）

【NPO法人袖ケ浦げんきか～いサロン】
9月11日（金）
：長浦駅前自治会館
<受付時の感染対策>

名簿の確認

【シルバー寄合所「きらく」】

代表の渡邉さんより
サロンの再開は未定ですが、代わる
代わる訪ねてくれる仲間と庭先で少し
お茶やおしゃべりをしています。寂し
さとコロナ怖さの中、自力で来れない
方にはメールや電話でお互いにエール
を送り再会できる日を楽しみに今でき
る事を考えています。

※コロナ禍で「袖ケ浦市おたすけ手帳」掲載情報が変更になっています。ご利用
の際は、直接掲載団体にご確認ください。

今後の開催については感染状況などにより、中止となる場合がありますの
で、事前に主催者までお問い合わせください。

問合せ：地域福祉係

第１３回地域福祉フェスタ
中止のお知らせ
毎年、多くの人に福祉に触れていただく機会を設
けるために、
「袖ケ浦市地域福祉フェスタ」を開催し
ておりますが、参加される皆様の健康や安全面を最
優先に考慮した結果、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。
実行委員の皆様を始め、例年協力をいただいてい
る団体・企業の皆様には大変
ご迷惑をおかけしますが、来
年度開催に向けて引き続き
準備を整えて参りたいと考
えておりますので、何卒ご理
解のほどをよろしくお願い申
し上げます。

高齢者文化祭

シニアクラブ連合会会員の作品を展示
高齢者文化祭（作品展）では、書・彫刻・絵画・
写真・手工芸・短歌・俳句・川柳などの作品を展示
します。
会員の方々が一生懸命作った作品はどれも力
作で、見応えがあります。
ぜひ、ご覧ください。
※会場内では、新型コロナウイルス感染症対策に
ご協力をお願い致します。
日 時：10月29日（木）～11月3日（祝・火）
10時～15時
場 所：老人福祉会館 大広間（袖ケ浦公園内）
※入場無料
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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あつ ボランティア
まれ

傾聴ボランティア交流会 参加者募集

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

災害ボランティアセンター
立ち上げ・運営訓練を行いました！！
９月５日（土）に災害時を想定し、災害ボランティアセンターの立ち上
げ・運営訓練を実施しました。
当日は、災害対策コーディネーター連絡会の方々と合同で実施しま
した。
訓練では、コロナウイルス感染予防対策を踏まえ、受付での体温測
定、アルコール消毒等の徹底を行ったうえで、災害ボランティアの受付
やニーズとボランティアをマッチングする作業、資機材の受渡し作業な
どを行いました。
訓練を通じ、災害ボランティアセンターの運営に関する各役割の動
きなどを確認することが出来ました。
今後もいつ来るかわからない災害に備え、取り組んでいきます。
訓練風景

今回の交流会では、
「ボランティア活動を行うにあたってのコロ
ナウイルス感染予防について」をテーマに３０分ほど勉強会を行っ
たのち、傾聴ボランティア同士の情報交換、活動についての悩み、
喜び等を語り合う時間を設ける形で実施いたします。
傾聴ボランティア活動を行ううえで傾聴ボランティア同士の繋が
りは必要であるとともに、今後は、コロナウイルスの感染予防に関
する知識は必要不可欠なものであると思います。是非この機会に、
交流会に参加してみませんか？
皆様のご参加をお待ちしております。
日 時：１１月１８日（水）
１０時～１１時３０分
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
内 容：傾聴ボランティア同士の情報交換や意見交換及び「ボ
ランティア活動を行うにあたってのコロナウイルス感
染予防について」をテーマにした勉強会
定 員：１０名（先着順）
参加費：無料
その他：マスク着用にてご参加ください。
申込〆切：１１月２日（月）
申込・問合せ：ボランティアセンター

おもちゃ病院・袖ケ浦を開設しています！！
日 時：毎月第２木曜日（8月休み）９時 ～１２時
場 所：平岡公民館 1階会議室
費 用：基本は無料。部品部材の交換時は、実費発生。
（おおむね300円位。高額になる時は、相談
し治療方針決定）
問合せ：おもちゃDr.佐藤 ☎090-4370-3796

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。

新型コロナウイルス感染防止のためお休みしていましたが、10月より相談を再開いたし
ました。相談は、
「予約不要」
で
「無料」
です。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。
【10月～11月の心配ごと相談日】ただし、受付は15時30分まで
日

昭和地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
「いきすこ」昭和地区社協便りを発行しました！！
今年度は新型コロナウイルス感染
症の影響により、昭和地区社協でも
様々な事業が中止となっておりますが、
そんな中でも「いきすこ」昭和地区社
協便りを発行しました。
内容は、会長の挨拶から始まり、今
年度の事業計画、またコロナ禍による
事業中止のお知らせの他にも新事業 昭和地区社協便り「いきすこ」
推進員さんの所属部会や顔写真が掲
載されています。地域の皆様、よろし
くおねがいします。
「いきすこ」昭和地区社協便りは、年
３回発行予定となっていますので、次
回発行時も（11月発行予定）どうぞお
楽しみにして下さい。昭和地区の自治
会にて毎戸回覧しています。

地域ぐるみ福祉推進標語 入選賞
さし出した 手から伝わる やさしい気持ち
※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。

中川小学校 ５年生 泉類

会

場

日

時

会

場

・市役所
11月12日
（木）
13時～16時 ・長浦行政センター

・市役所
10月29日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター

・市役所
11月19日
（木）
13時～16時 ・平川行政センター

・平川行政センター
11月5日
（木）
13時～16時 ・長浦行政センター

・市役所
11月26日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター

＊最新の情報はお問合せ又は、社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。

問合せ：地域福祉係

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９月１日～９月３０日

（順不同・敬称略） 【寄付金】
【ペットボトルキャップ、古切手等】

田村匠 渡辺芳美 髙橋俊幸 柳瀬芳枝
長谷川よし 伊東久子 鈴木和行 石渡美紀子
櫻山紀子 感王寺敏子 河内山尚 上嶋那奈
小坂井直美

団体・個人
（順不同・敬称略） 金額
（円）
ADEKA労働組合

60,000

匿名
（１件）
10,000
ちいたの平川 関自動車 ＧＧさつき台
長浦マンドリンアンサンブル 神納箕和田有志
合 計
70,000
百目木公園管理組合 健康麻雀あじさい
令和２年４月からの累計額は 373,211円です。
袖ケ浦地区更生保護女性会
かずさファシリティサービス（株）
（有）萩野石油
蔵波台若草東自治会 袖ケ浦市商工会
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
関東郵政退職者同友会千葉県支部会員有志
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
これからもご協力
（有）津田工務所 日産化学（株）袖ケ浦工場
手話サークル「めだかの会」
お願いいたします
（公社）千葉県緑化推進委員会
（株）メディアサイトウ デイサービスおとの里
千葉県社会福祉事業団
のぞみ野ポーラＳＵＮＲ
Ｉ
ＳＥ 東京ドイツ村
匿名

賢直

時

・市役所
10月22日
（木）
13時～16時 ・平川行政センター

13名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

