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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　地域支援係

地域福祉事業にご協力ありがとうございます
～令和2年度法人会員の皆様です～

　袖ケ浦市社会福祉協議会は、「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」を目指して、さまざまな福祉サービスを行っています。事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根
共同募金配分金、補助金に加えて、市政協力員を通じて皆様にお願いしております会費や事業所様からの法人会費を財
源としております。地域福祉充実のため、今後ともご支援をお願いいたします。
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<50音順>11月1日現在

令和２年度法人会員は現在も
引き続き募集しております。

      

   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。
※感染症対策のため会場を変更していますので、来場の際ご注意ください。

相談にお越しの方へ感染症対策のご協力をお願い致します。
・ ２週間以内に発熱、咳やノドの痛み、倦怠感や息苦しさ、嗅覚、味覚の異常など体調が優れない場合は相談を

ご遠慮ください。
・ 新型コロナウイルスに感染している又は感染の疑いがある。また、どちらかの濃厚接触者である場合は相談

をご遠慮ください。
・相談前に検温を行い体調の確認をしています。
・マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒を行ってください。
・ 相談時に新型コロナウイルスの発症が確認された場合、必要に応じて保健所などの公的機関へ相談者の連

絡先等が提供される場合がありますので、ご理解ください。

日　　時 会　　場
11月19日（木）

13時～16時
・平川行政センター
※ 市役所相談所はお休みです。

11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

12月3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
12月10日（木）

13時～16時
・市役所
・長浦行政センター

12月17日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

12月24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

【11月～12月の心配ごと相談日】ただし、受付は15時30分まで ＊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。

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。

問合せ：地域福祉係

令和２年度

障がいのある方々が集う会
開催中止のお知らせ
　障がいのある方々が集う会は、参加者の皆が交流を深
めることを目的とし、開催しています。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止も含め、
参加される皆様の健康・安全を考慮し開催を中止させて
いただきます。
　ご理解いただきますようお願いいたします。

問合せ：地域福祉係
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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

入選賞

あなたから　やさしい言葉　とどけよう
根形小学校 ６年生 鈴木　大也※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。

地域ぐるみ福祉推進標語

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
蔵波地区社会福祉協議会の事業紹介！

蔵波地区

　蔵波地区社会福祉協議会は、民生委員児童委員経験
者、地元自治会・ボランティアグループ、レクリエーション
協会、青少年相談員、交通安全協会、社会福祉施設など
の方々50名が事業推進委員となって運営しております。
　目標は、高齢者世帯の地域とのつながり、子育て世代
や子供たちとの交流です。
事業内容は、
・見守り訪問・・�日用品やお弁当、生活上の情報誌（たんぽぽ通信）をお届け

しながらの見守り訪問。今年は感染防止のためフェイスシー
ルドを着用。

・敬老会の開催・・昨年は台風の影響で中止。
・お花見昼食会・・菖蒲の盛りの時期に老人福祉会館での昼食会。
・ふれあいバスハイク・・昨年は成田山新勝寺と航空科学博物館でした。
・サロンの開催・・歌やお話し、芸能などで交流。
・�なごやか交流会・・�子供たちの夏休みを利用して交流していますが、今年

は11月に実施予定。
　今年度はコロナの影響でほとんどの事業が中止のなか、「見守り訪問事
業」だけは継続しよう、と推進委員は頑張っています。
　コロナ禍が早く終息し、元の状態に戻ることを願っています。

「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。
　相談ごとをお受けすることは出来ませんが、日常
会話を通じて楽しいひと時をすごしませんか？
　ご利用を希望される方は、お気軽にボランティアセンターまでお問合
せください。
【利用対象者】　袖ケ浦市内に居住する６５歳以上のひとり暮らし高齢者
【 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
【 利 用 料 】　無料
【 そ の 他 】　�※ほっとテレホンサービスにご協力いただけるボラ

ンティアも募集しております！人と会話をすることが
好きな方、ほっとテレホンのボランティアに興味を
持っていただけた方などいらっしゃいましたらお気軽
にボランティアセンターまでお問合せください。

【申込、問合せ】　ボランティアセンター

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１０月１日～１０月３1日
【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

細野加世子　渡辺芳美　長谷川久子　泉孝明　髙橋光正　刈込伸之　小助川開光
石渡美紀子　松﨑幸子　柳瀬芳枝　友田和美　木村アサ子　小川雅子　上嶋晃太
神納箕和田有志　袖ケ浦市役所　蔵波台若草東自治会　長浦マンドリンアンサンブル
健康麻雀あじさい　袖ケ浦地区更生保護女性会　（株）片山組　百目木公園管理組合　
ＳＵＮＳＭＩＬＥプロジェクト　社会福祉法人いずみ会袖ケ浦学園
特別養護老人ホーム袖ケ浦瑞穂　袖ケ浦菜の花苑　カトレアンホーム　
（株）メディアサイトウ　袖ケ浦ふれあい　中川小学校　神納一区出津分区３班Ｂ　
東京酸素窒素（株）　手話サークル「めだかの会」　かずさファシリティサービス（株）　
平川公民館　ＧＧさつき台　デイサービスおとの里　
（公社）千葉県緑化推進委員会　（株）一条工務店千葉
匿名　１３名

これからもご協力
お願いいたします

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

サロンでの談話と折り紙の様子 一昨年の敬老会の様子

利用者募集！！
「ほっとテレホンサービス」

第2層圏域協議体の活動の様子をご紹介します。
〇昭和・根形圏域
　地元情報を集めた「地域版お
たすけ手帳」の作成に向けて、協
議体メンバーが地域調査に取り
組んでいます。

〇平岡・中富圏域
　コロナ禍でも集まれる地域の
野外施設や地元の商業施設等の
調査に協議体メンバーが地元力
を発揮しています。

〇長浦・蔵波圏域
　協議体メンバーが中心となり地域の高齢者を対象とした
「支え合いに関するアンケート」調査を実施しています。

～高齢者が暮らしやすい地域づくりのために～

　高齢者にやさしいお店などを集めた「袖ケ浦市お
たすけ手帳」の発行から2年が経過し現在掲載内容
の見直しを行っています。
　新たな情報がございましたらお知らせ下さい。

＜お願い＞

生活支援体制整備事業

SC

問合せ：地域福祉係

　寄付された食品は、『フードバンクちば』から、福祉施設や支援団体、
生活が困窮している方などに配布させて頂きます。次回フードドライブ
は1月中旬～2月下旬を予定していますので、今後も食べない食品が、あ
りましたら『フードバンクちば』に食品寄付のご協力お願いいたします。

『フードバンクちば』に食品を寄付して
頂きありがとうございます。

井口清一郎、感王寺敏子、斉藤義男、日産化学㈱袖ケ浦工場、匿名２９名
(順不同・敬称略)

　「ばるぶるーむ」は、知的障害や発達障害、ダウン症などの子どもた
ちが通う療育施設です。
　現在、ばるぶるーむに通っている子ども達といっしょに遊んでくれる
ボランティアを募集しています。
　子どもと接することが好きな方、ボランティア
に興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽
にお問合せください。
問合せ：ボランティアセンター

放課後等デイサービス「ばるぶるーむ」
ボランティア募集！！


