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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。

地区 身近な地域で
社協 顔の見える関係をつくります
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。
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ボランティア
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地区社協

地域団体

公民館

商店・企業

社会福祉施設
関係者

●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。
顔の見える関係づくり

みんなで支え合う地域福祉

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、サロンを通じて、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。

平岡地区：
「滝ケ沢さわやかサロン」
（場所：滝ケ沢自治会館）
百歳体操やスポーツなど
和気あいあいと開催しています。

平岡地区：「サロンはなぶさ」
（場所：花房平自治会館）
百歳体操や困りごと相談、情報交換
DVD鑑賞などを行っています。

現在、コロナ禍のため参加者のマスク着用や検温、手指消毒を行い実施しています。
（※地区によって休止中のサロンもあります）

ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業【全地区】
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（夫婦共に
８０歳以上）
内 容 ： 見 守りを 目 的とし、
月に１回各地区社協の事業
推進委員（民生委員児童委
員）が対象の方のご自宅を
訪問しています。

見守り訪問事業の準備の様子

見守り訪問事業の準備の様子

なごやか交流会【長浦・蔵波】
対
内

象：地区の児童及び保護者
容：地域の子どもと大人が楽しいレク等を通じて世代間交流しています。
地域の親子がふれあう場、地域のつながりを築く場を目指しています。
※ながうら青空の会と共催で実施しています。

長浦地区：7 月 31 日長浦小学校でプラズマ 蔵波地区：7月30日今井青年館で折り紙など
カーレースなどを楽しみました。
を楽しみました。
（写真は令和元年度開催のもの）

わくわくチャレンジ【昭和地区】
対 象：昭和小、奈良輪小の児童及
び保護者
内 容：スナッグゴルフやグランド
ゴルフ等を通じ交流を深めるなど、
子供と大人のふれあいの場をつく
ります。

（写真は平成３０年度開催のもの）

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。

風味を活かし、薄味でもおいしく、
栄養価満点！調理後は和気あいあい
と皆で食事を楽しみました。

（写真は令和元年度開催のもの）

地区社協広報紙【全地区】

ふれあいバスハイク
【全地区】

敬老会【全地区】

視察研修【全地区】

内 容：各地区社協の活動や地域の
出来事などを掲載しています。
地域の皆様に知ってもらい、顔の見
える関係づくり
を進めています。

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。

対 象：70歳以上の高齢者
内 容：地域にお住いの方のご長寿
を地域のみんなでお祝いします。

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。

※各地区社協の
広報部会員が記
事を作成してい
ます。

※昭和地区社協広報
専門部会
作成：令和２年７月発行

長浦地区：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。
（写真は令和元年度開催のもの）

蔵波地区：小・中学校の合唱や演奏等で大
いに盛り上がりました！
（写真は平成30年度開催のもの）

中富地区：東京都墨田区の本所防災館にて
研修を行いました。台風被害の経験から定
期的に防災意識を高める事の大切さを感じ
ました。（写真は令和元年度開催のもの）

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止しているものもあります。参加ご希望の方は事前にお問合せ願います。

「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
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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

「災害ボランティア入門講座」
を開催します！
！

災害ボランティアに関心のある方を対象として、災害ボランティア入門講
座を開催いたします。
当日は、災害ボランティア活動を行う上での基本的なルール、活動時の服
装から、活動をするまでの流れなどを中心に説明を行います。
この講座を通じて、勉強し、いざという時の助け合いの輪を一緒に広げて
いきませんか？
日 時：2月17日（水）13時30分〜15時30分
※受付開始13時15分～
会 場：袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
対象者：袖ケ浦市在住の方
定 員：10名（先着順）
受講料：無料
講 師：一般社団法人ピースボート災害支援センター職員
持ち物：筆記用具
申込締切：1月29日（金）
その他：当日は、マスク着用での参加をお願い致します。
なお、当日、体調不良の方
（発熱のある方等）につきましては、
参加をご遠慮いただくことがありますのでご承知おきください。
申込・問合せ：ボランティアセンター
コロナウイルスの状況により、
開催を中止させていただく場合があります。

中富地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
高齢者サロンの紹介！
中富地区社協は、現在4か所の常設サロンを展開しています。
現在、コロナ禍により休止しているサロンもありますが、感染予防に留意し、内
容に工夫を凝らして実施しています。

音訳グループ「やまゆり」が善行表彰を受けられました！
音訳グループ「やまゆり」は、広報紙等
を音訳し、目の不自由な方に音訳CDをお
届けする活動を行っています。
音訳グループ「やまゆり」の歴史は古く、
昭和58年から活動をスタートし、現在に至
るまで、約38年もの間ボランティアグルー
プとして継続的に活動されております。
この度、一般社団法人日本善行会、令和2
年度秋季善行表彰を受けられました。
音訳グループ「やまゆり」の皆様、おめでとうございました。

収集ボランティア

○根形中学校生徒会

ペットボトルキャップ…30.2㎏

ご協力ありがとうございました

○日本燐酸（株）

ペットボトルキャップ…51.6㎏

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。

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～

11月29日(日)平岡地区の高谷区で生活
支援コーディネーターが自治会の皆様に事
業説明をする機会をいただきました。
12月5日（土）には長浦駅前自治連合会
の会合でも役員の皆様に第2層協議体での
取組についてお話させていただきました。
この事業は高齢者が住み慣れた地域で安
心して暮らせる体制を考える事業です。
地域の支え合い活動に関する講座も実施しておりますので、興味のある方
はお気軽にお問い合わせください。
問合せ：地域福祉係

フードバンクちば〈食品寄付〉に

ご協力をお願いします。
成蔵区サロン

阿部・堂谷区サロン

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12月１日～12月３1日

（順不同・敬称略） ＊現在プルタブの回収は行っておりません＊
【ペットボトルキャップ、古切手等】

土屋則子 小藤田美智枝 関幸子 萩原和子 渡辺芳美 小助川開光 斎藤澄江 西沢芳夫
小川竜司 増田千江 友田和美 髙橋惠子 北村幹夫 今関しげ子 上嶋那奈 柳瀬芳枝
三浦道子 川野邉彩潤 角田文江 相馬政子 田中雪夫 在原新造 松井公夫 多田敏純
平川いきいきサポート 長浦マンドリンアンサンブル 根形中学校生徒会 神納箕和田有志
健康麻雀あじさい 袖ケ浦地区更生保護女性会 里山を歩く会 袖ケ浦市役所 日本燐酸㈱
第一生命袖ケ浦オフィス 袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム 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 富友会 GGさつき台 東京ドイツ村 デイサービスおとの里
手話サークル「めだかの会」 ㈱メディアサイトウ 東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地
東京ガス労働組合生産支部袖ケ浦連絡会 東京ガス袖ケ浦LNG基地安全衛生協力会
住友化学労働組合千葉支部 椎の木グループ かずさファシリティサービス（株）
千葉県社会福祉事業団
匿名 ９名

【寄付金】

団体・個人
（順不同・敬称略）
新星会
神納一区シニアクラブ
東京ガス株式会社袖ケ浦ＬＮＧ基地
東京ガス袖ケ浦ＬＮＧ基地安全衛生協力会
住友化学労働組合 千葉支部
匿名（2件）
合 計

金額
（円）
25,000
14,107
20,000
30,000
35,000
60,000
184,107

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：1
 月 18 日（月）〜 2 月 26 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）

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
※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ヵ月以上ある物
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。

心配ごと相談
新型コロナウイルス感染症対策のため、心配ごと相談は当面の間、
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。

問合せ：地域福祉係

令和２年度法人会員
令和２年４月からの
累計額は
871,243円です。

１１月１５日号に会員企業名を掲載しましたが、掲載後にご協力を頂いた企業を随時
掲載しています。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。

企業名

芝﨑商事㈱

