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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

１	福祉サービス利用援助
	 福祉サービスの情報等を提供します。
２	財産管理サービス
	 	家賃、公共料金等の支払

いや金融機関で生活費
等の出し入れをします。

３	財産保全サービス
	 		預貯金通帳や各種証書

などを貸金庫で保管し	
ます。

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、福祉を「 ふ だんの　 く らしの　 し あわせ」として、
「住み慣れた地域で、皆さんと一緒につくっていく」ものと考えています。
　皆さんが過ごしている日常生活の中で、福祉（ ふ だんの　 く らしの　 し あわせ）
を意識し、考え、行動していくのが福祉教育になります。
　自ら考えることで「他人のこと」を「自分のこと」として考える学習を行い、子ども
から大人まで障がいのある人もない人も、地域の一員として意識をもつことで、豊
かな地域づくりに繋がります。

　アイマスク体験では、目の見えない体験をする人と介助（お手伝い）す
る人の２人１組で行います。目の前が見えない状態で移動したり、物に触
れたりするとどのように感じるのか、又はどのように手助けして貰えた
ら嬉しいのかを一緒に考える学習になります。

１．点字ブロックとは
　点字ブロックは、視覚障がい者が足裏の触感覚で認識できるよう、突
起を表面につけたもので、視覚障がい者を安全に誘導するために地面や
床面に敷設されているブロックのことです。

皆さんへお願い
〇	点字ブロックの上に、自転車等を停めて置くと事故や怪我の原因に
なります。誰もが安全に歩行・移動するため、点字ブロックの上に
自転車等を停めないようご協力お願い致します。

参照：ＨＰ　社会福祉法人	日本視覚障害者団体連合

　「誘導ブロック」は、進行方向
を示すブロックです。視覚障がい
者がブロックの突起を足裏、ある
いは白杖で確認しながら突起の
方向にしたがって進むことができ
るように設置されています。

　「警告ブロック」は、危険箇所
や誘導対象施設等の位置を示す
ブロックです。階段前、横断歩道
前、誘導ブロックが交差する分岐
点、案内板の前、障害物の前、駅の
ホームの端等に設置されています。

２．点字ブロックの種類と特徴
（1）誘導ブロック （２）警告ブロック

いつもと違う自分で『 ふ だんの く らしの し あわせ』を感じて、今か
らできる『おもいやり』について考えてみましょう。

■日常生活自立支援事業とは？
　判断能力が十分でないために、適切な福祉
サービスが受けられない方々が、住み慣れた地
域で安心していきいきと自立した生活が過ごせ
るよう、福祉サービスの利用などに関わるさま
ざまな相談や援助を契約に基づいてお手伝いす
る事業です。

■利用料

体験時の様子

アイマスク体験（視覚障がい者疑似体験）の紹介 点字ブロックを知っていますか？

●どこで、学ぶことが出来るの？
　社会福祉協議会の職員・福祉ボランティアが、学校、自治会、企業
などを訪問し、ご希望のプログラム内容を行います。

　内　容：	車椅子体験・アイマスク体験（視覚障がい者疑似体験）・	
高齢者疑似体験を活用した福祉教育

　受講料：無料
　対象者：１０名程度以上のグループ・団体（学校・企業・自治会等）
　その他：日時や場所は、ご相談ください。
　申込み：地域福祉係

福祉教育の申込先

【廊下を歩く様子】

【階段を下りる様子】 【前にある物を伝える様子】

内容 料金

福祉サービス利用援助
財産管理サービス

1時間30分未満1,000円
（以降30分を越えるごとに

500円加算）

財産保全サービス 年額3,000円（月額250円）

年会費 年額3,600円（月額300円）

交通費
30分未満� 無料
30分以上1時間未満� 500円
1時間以上� 1,000円

■支援内容

■対象者	
１		袖ケ浦市内にお住まいで、高齢・障がい等によ

り、ご自分の判断能力や日常的な金銭管理に
不安のある方

２		本事業の契約内容や事業内容が理解でき、か
つ本人の意思により利用申し込みをする方

福祉を学ぼう福祉を学ぼう

安心して、笑顔（すまいる）で、自立した地域生活を送るために、
日常生活自立支援事業（すまいる）で支援をしています！！

お金の
管理が心配

■問合せ　日常・後見担当者直通（６３－３８７７）

　この事業にご協力いただける方（生活支援
員）を募集しています。関心のある方はぜひご
連絡ください。
支援内容：	福祉サービスの利用に関する相談、

利用料の支払い手続きや生活費の
払戻し等の金融機関の窓口での手
続き等

応募要件：	20歳以上、概ね70歳未満の方でボ
ランティア活動や福祉に関心を持ち、
生活支援員として市町村社協と協力
して取り組める方（資格や経験は問
いません。）

※	生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉
協議会が指定する生活支援員養成研修を受
講していただきます。

　生活支援員養成研修は、２ヶ月に１度開催さ
れています。詳細は、お問合せください。

日常生活自立支援事業の
 生活支援員を募集しています！！

通帳や年金証書を
どこに置いたか
忘れてしまう
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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

心配ごと相談
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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3年１月１日～１月３１日
【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）
小倉信行　佐々木美千枝　中山未央　松本一二三
片山英昭　鈴木郁江　菅友代　石渡美紀子
大塚雄友　河内清　西沢芳夫
POLASUNRISEのぞみ野店　袖ケ浦市役所　絲友会　
百目木公園管理組合　（株）メディアサイトウ　
（有）アーク　長浦マンドリンアンサンブル　
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　関自動車　
袖ケ浦菜の花苑　東京ドイツ村　
特別養護老人ホーム蔵波　手話サークル「めだかの会」
デイサービスおとの里　SUNSMILEプロジェクト
匿名　５名
＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

【寄付金】

【寄付品】

個人・団体
（敬称略・順不同） 金額（円）

坂戸神社 15,150
髙橋　久武・美惠子 20,000

合　計 35,150

個人（敬称略） 物品名
関根　芳夫 84円切手	176枚

令和２年４月からの累計額は　906,393円です。

「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　　申込・問合せ：ボランティアセンター

「ほっとテレホンサービス」を
� 利用してみませんか?

　傾聴ボランティアの体験談や活動のうえでの悩みや喜びを語り合い、傾聴
ボランティアのつながりを深めるとともに、傾聴ボランティアに興味、関心の
ある方は傾聴ボランティアの方の実際の活動を聞き、活動を始めるきっかけ
になっていただければという思いのもと交流会を開催いたします!
　傾聴ボランティアの方だけでなく、傾聴に興味のある方など、どなたでも
ご参加いただけますので、電話予約のうえ、お気軽にご参加ください。
日　時：3月3日（水）　10時～11時30分
場　所：社会福祉センター　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興味、関心のある方
定　員：10名（先着順）　　参加費：無料
申込締切：2月22日（月）まで
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。

傾聴ボランティア交流会を開催します！！

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。

収集ボランティア

○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　
　ペットボトルキャップ…181.8㎏
　古切手…150ｇ

○住友化学労働組合千葉支部
　ペットボトルキャップ…109.5ｋｇ
　古切手…797ｇ

ご協力ありがとうございました！！

引き続きご協力のほど
よろしくお願いします

　昨年10月の社協だよりでご紹介した「シルバー寄合所きらく」さんが、12
月に「テイクアウトクリスマス」を開催しました。
　参加者は花形の一言メッセージを「桜満開！皆揃って笑顔で会えるように」
と書かれた木へ貼り、みごとな満開の桜になりました。
　飲食持ち帰りで会話少なめ短時間開催でしたが、久しぶりの再会に皆さん
の笑顔がこぼれていました。

問合せ：地域福祉係

～高齢者が暮らしやすい地域づくりのために～生活支援体制
整備事業

お花のメッセージには
「今日よりちょっといい明日に」の記載が…

　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 （福）かずさ萬燈会
森田木芸

令和２年度法人会員

（敬称略）

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業を行っています

根形地区

　毎月1回、民生委員児童委員の方によ
る見守り訪問事業を行っています。
　現在、コロナウイルス感染拡大防止の
ため、訪問時間の短縮・マスクの着用・手
指の消毒などを心がけ、事業を実施して
おります。
対象：満75歳以上おひとり暮らしの方

満80歳以上のご夫婦世帯（夫婦
ともに満80歳以上）のいずれか
で月1回の見守りを希望される方

見守り訪問の準備の様子（他地区において
も見守り訪問事業を実施しております。）

移送サービスボランティアとは･･･
公共交通機関で病院などに行く事が難しい高齢者や障害を持っている方を、
病院などに送迎する事業のボランティアです。

　12月15日号でご案内いたしました交流会が延期になったことに伴ない、再
募集いたします。当日はボランティア同士の情報交換や体験談、活動について
の悩みや喜びを語り合い交流を深めたいと思います。移送サービスボランティ
アに関心がある方もぜひこの機会にご参加ください。
日　時：3月22日（月）　10時～11時
場　所：社会福祉センター　大会議室
対　象：	移送サービスボランティアとして活動している方
　　　　移送サービスボランティアに関心のある方
内　容：移送サービスボランティアに関する情報交換や意見交換
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。なお、当日、体調不良の方（発熱

のある方）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。

申込期限：3月1日（月）　　申込・問合せ：地域支援係
※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。

移送サービスボランティア交流会
参加者再募集！！


