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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。

ボランティアの皆さんいつもありがとうございます。
～令和２年度のボランティア活動実績などについて報告します。～
（令和3年3月31日現在）
ボランティアセンター
「ボランティア登録数」
☆個人ボランティア 254名 ☆ボランティアグループ 61団体 1,142名
合計ボランティア登録者数1,396名 ※個人、グループの両方に登録している方含みます。

令和２年度ボランティアセンター登録ボランティア活動実績

社会福祉施設などでの通常活動ボランティア
合計256名

袖ケ浦市社会福祉協議会での事業

合計716名

（運転・付添いボランティア）
  ・広報紙の音訳
活動内容 ・移送サービス

  ・ペットボトルキャップなどの収集品整理 ・いきいきサロンなど

活動内容 ・花壇の整備 ・デイサービスでのお手伝い ・洗濯たたみ
  ・衣類の修繕 ・児童の遊び相手など

社会福祉施設などでのイベントボランティア
合計2名
活動内容・敬老会、戦没者追悼式のお手伝い

収集ボランティア令和2年度実績
※皆様にお持ちいただいた収集品

ペットボトルキャップ…… 2,393kg
ベルマーク……………… 4,641枚

ボランティアセンターについて
ボランティアセンターでは、以下の活動を行っています。

① ボランティア活動についての相談受付

  ボランティアをお願いしたい方、施設等とボランティア活動を行いた
い方との連絡調整などを行うとともに、ボランティア活動にあたって
の不安や疑問を感じている方などの相談をお受けしています。

② ボランティア情報の発信
社協だより、社協ホームページなどを通じ、ボランティア情報を発信し
ています。
③ ボランティア保険の受付

 ランティア活動中などの事故等に備え、全国社会福祉協議会のボラ
ボ
ンティア活動保険の受付をしています。

④ ボランティア養成講座の開催

小・中・高校生等を対象とした「夏休みボランティア講座」や「音訳ボ
ランティア講座」など、ボランティア活動を始めるにあたってのきっか
けづくり、スキルアップ等を目的に行っています。

⑤ ボランティアグループの支援

令和３年度

ボランティア講座・ボランティア交流会の
実施予定について
◎夏休みボランティア講座（8月実施予定）
対象：市内の小学生、中学生、高校生等
◎音訳ボランティア講座（10月実施予定）
対象：市内在住、在勤の方
◎災害ボランティア入門講座（実施時期検討中）
対象：市内在住、在勤の方
◎傾聴ボランティア交流会（9月・令和4年3月に実施予定）
対象：傾聴ボランティアに興味関心のある方及び傾聴ボランティアとして活動中の方
◎移送ボランティア交流会（令和4年2月に実施予定）
対象：移送ボランティアに興味関心のある方及び移送ボランティアとして活動中の方
ボランティア講座及び交流会の正式な開催時期及び内容等が決まりしだい、社
協だよりや社協ホームページなどでご案内させていただきますので、ご確認く
ださい。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。

令和3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

グループ同士の情報交換やボランティア活動に関する情報提供を行っ
ています。

ボランティア活動について興味関心のある方、今後、ボランティア活動を
始めてみようと考えている方など、ボランティア活動に関して聞いてみた
いこと、相談したいことがありましたら、お気軽にボランティアセンター
までお問い合わせください。

使用済み切手… ……… 12.9kg
テレホンカード等……… 191枚

（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5月1日～5月31日
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。
（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手等】

松代みつ
友田和美
松永敬一

鈴木和枝 関幸子 北村幹夫 渡辺芳美
小坂井直美 土田晃誠 角田文江 上嶋晃太
伊藤明子 小玉春美 柳瀬芳枝

SUNSMILEプロジェクト 千葉県立袖ヶ浦高等学校
健康麻雀あじさい 袖ケ浦地区更生保護女性会
袖ケ浦市役所 臨海スポーツセンター 袖ケ浦菜の花苑
手話サークル「めだかの会」 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 そでがうらこども館
袖ケ浦市ファミリーサポートセンター
いきいきサポート交流会一同 みどりの丘
かずさファシリティサービス
（株） （株）
メディアサイトウ
デイサービスおとの里 椎の木グループ
公益社団法人千葉県緑化推進委員会 文具シマムラ
匿名

【寄付金】
団体（敬称略・順不同）

金額
（円）

長浦さつき台長寿会
3,485
出光千葉陸上輸送協力会 100,000
三井化学労働組合
30,000
合 計
133,485

令和3年4月からの累計額は 133,485円です。

これからもご協力
お願いいたします

7名

＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

「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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2021年（令和3年）6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

移送サービス ボランティア募集
移送サービスは高齢や障がい等のため、一般の交通機関では外出が困
難な方をボランティアの協力により病院などに送迎する活動です。
ご自身の都合の良い時間に合わせてボランティア活動に参加してみませ
んか。どちらも男性・女性問わず募集中です!
募集内容
○ 運転ボランティア（利用者の送迎）
（社会福祉協議会の車両を使用）
・運転免許取得後3年以上経過している方
・袖ケ浦教習所にて交通安全講習を受講し
てからの活動になります
（6月・9月に開催予定です）
・年齢の上限は70歳まで
○ 付添いボランティア（利用者の付添い）
・利用者の車の乗降や病院の受付などでのお手伝い、話し相手
・年齢の上限は75歳まで
活動時間
月に1・2回程度、ご都合の良い（平日）9時〜16時のうち3〜4時間程度
活動場所
社会福祉センターに集合し、社会福祉協議会所有の車で利用者宅から
病院等に送迎して頂きます。行き先は、袖ケ浦市・木更津市・市原市です。
問合せ：地域支援係

社会福祉法人 千葉いのちの電話

第33期ボランティア相談員募集
1.応募資格 ①年齢20歳以上（2021年4月現在）
②資格・経験不問
③基礎研修講座に出席できること
2.研修期間 2021年10月～2023年3月
3.受 講 料 有料
4.応募開始 5月6日（木）
5.申込締切 9月17日（金）当日消印有効（応募用紙あり）
問合せ・申込先
社会福祉法人千葉いのちの電話 事務局（月～金9時～17時）
電話番号：043-222-4416
生活支援体制整備事業

「あなたが地域の宝物！」

住民主体の活動にご協力下さい。
今年度は第 2 層協議体が市内 5 圏域になりました。3 名の生活支援コー
ディネーター（SC) が、住民主体の「地域の支え合い活動」を推進します。

市包括

第１層（市全体）協議体

「あったらいいな」を実現するための話し合い

協力・支援

アイディア

第２層（日常生活圏域）協議体は5圏域

蔵波地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！

「身近な地区」で地域の支え合い活動を推進
山田

蔵波地区社会福祉協議会の事業は「見守り事業部会」
「高齢者対応事業部会」
「児
童対応事業部会」
「サロン事業部会」
「研修事業部会」
「広報活動事業部会」の6つ
の事業部会総勢52名の推進委員で運営しております。
昨年度は新型コロナ禍の影響でほとんどの事業を中止することになってしまいま
した。
今年度もまだまだ先行きが見えない中ですが、高齢者の方々に毎月1回お弁当や
日用品・情報誌などをお届けする「見守り事業」は続けたい、と事業推進委員はガン
バっています。
また、長い自粛生活が続くことにより、ストレスやフレイルが溜まってしまわない
よう、
「サロン事業部会」では緊急事態宣言などの状況を見定めつつ、レクリエー
ションも兼ねて「屋外なごやかサロン」を計画しております。
問合せ：地域福祉係

昭和

久保田

村上

根形

長浦

平岡・中富

蔵波

皆さんがお住いの地域
協議体メンバーは、取り組むテーマごとに必要な関係者へ
協力をお願いしています

問合せ：地域福祉係

ひとり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。

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。

民生委員による見守り訪問

情報誌「たんぽぽ通信」

金婚式を迎えるご夫婦に
記念品を贈呈します

社会福祉協議会では、結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品を贈
呈します。
【対
象】昭和46年9月1日から昭和47年8月31日に婚姻され、ご夫婦とも
に健在で市内に居住している方
※昭 和46年8月31日以前に結婚され、金婚祝品の贈呈を受けて
いない方も対象です。
【申込方法】戸 籍謄本（発行から3カ月以内のもの）と夫婦の氏名（ふりが
な）・現住所・電話番号を記入した書面を郵送または持参してく
ださい。
※戸籍謄本に記載されている本籍と現住所が違う場合は、身分
証明証（免許証、健康保険証等）の提出をお願い致します。
【申込期限】8月3日（火）
【そ の 他】贈呈方法は後日ご案内いたします。
【申込・問合せ】地域福祉係 ☎0438（63）3888

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。
【6〜7月の心配ごと相談日】
日

時

会

場

6月17日
（木） ・市役所
13時～16時 ・平川行政センター
・市役所
6月24日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター
7月1日
（木） ・平川行政センター
13時～16時 ・長浦行政センター

日

時

7月8日
（木）
13時～16時
7月15日
（木）
13時～16時

会

場

・市役所
・長浦行政センター
・市役所
・平川行政センター
・市役所
7月29日
（木）
・平川行政センター
13時～16時
・長浦行政センター

＊ただし、受付は15時30分まで ＊状況によっては中止となる場合があります。
＊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。
＊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

