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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。

社会貢献型自動販売機の設置
～ありがとうございました～
南袖工場連絡協議会の会員企業であ
る㈱トクヤマ様から場所と電気を無償
提供いただき、構内にある秋元運輸倉
庫㈱袖ケ浦営業所様脇に自動販売機を
設置しました。この自動販売機の売り
上げの一部は本会が実施する福祉事業
の財源として活用させていただきます。
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袖ケ浦市社会福祉協議会 公式Twitterを
試験運用しています！
袖ケ浦市社会福祉協議会では令和３年４月からTwitterを試験運用してい
ます。社協の活動や地域の様子を伝えるために社協だよりや地区社協だより、
サロンの活動状況や各種イベントについてツイートしていますのでぜひフォ
ローをよろしくお願いします。
URL https://twitter.com/sode_shakyo
アカウント @sode_shakyo
QRコード

投稿内容

新規社会貢献型自動販売機
設置場所を募集しています
袖ケ浦市社会福祉協議会の趣旨
に賛同いただき、自動販売機を設
置していただける方を募集してい
ます。
ぜひ自動販売機の設置にご協力
をお願いします。
問合せ：庶務係

フォロー、
いいね
よろしくお願い
します♪

問合せ：庶務係

義援金を受け付けています
第１４回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会
を開催しました
114名の参加申込をいただき、今年度で14回目となる袖ケ浦市福祉チャリ
ティーゴルフ大会が7月12日（月）に木更津ゴルフクラブで開催されました。
281,808円が社会福祉協議会へ寄付され、社会福祉協議会の福祉事業に
役立てられます。
参加者、実行委員の皆様並びにゴルフ場関
係者の皆様からご協力を賜り、誠にありがと
うございました。

令和3年7月の大雨により静岡県熱海市における土砂災害や島根県内各所にお
ける堤防の決壊による洪水災害など､全国各地で人的及び家屋への甚大な被害が
発生しました｡被災された方の支援として本会でも窓口となり､義援金の募集を
行っています｡皆様の温かいご支援をよろしくお願い致します｡
義援金の名称
共同募金会名
募集期間
令和3年7月豪雨災害義援金
中央共同募金会 令和3年9月30日まで
令和3年7月島根県大雨災害義援金 島根県共同募金会 令和3年9月30日まで
令和3年7月大雨災害静岡県義援金 静岡共同募金会 令和3年10月29日まで
※お 寄せいただいた義援金は、被災地域の共同募金会を通じ、被災された方へ配分さ
れます。

『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。
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。ご協力ありがとうございました。
（順不同・敬称略）

日常生活自立支援事業の生活支援員を
募集しています！！
袖ケ浦市社会福祉協議会では、日常生活を送る上で、十分な判断ができない方
や、体の自由がきかない方が地域で安心して生活できるように支援する「日常生
活自立支援事業」を行っています。
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
方はぜひご連絡下さい。
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：2 0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。
問合せ：地域福祉係

感王寺敏子、薩摩喜幸、㈲京葉ゴム商会、匿名１１名
次回は、
９月１３日（月）～１０月２９日（金）に予定しております。
皆様のご協力をおまちしております。

受付出来る物
（例）
受付出来ない物
（例）
米、
パスタ、乾物、缶詰、
レトルト食品、
冷蔵・冷凍食品、
生物、
青果
飲料など
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
賞味期限が受付日から２ヵ月未満の
ある物
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。

心配ごと相談中止について
令和３年８月２日から千葉県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、心配ご
と相談は感染拡大防止のため、緊急事態宣言解除の日まで相談を中止すること
といたしました。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
＊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

「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を開催します！！

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

参加者
募集！
！

音訳ボランティア入門講座を
開催します！！

音訳ボランティアとは…
視覚に障がいのある方のために、活字で書かれている書籍や雑誌、広
報紙、新聞などの内容を音声にして伝える「ボランティア」です。
入門講座では、音訳に関する基礎知識、技術を学んでいただくととも
にふだん体験することのできない、音訳の体験も行いますので、ぜひ、こ
の機会に講座を受講してみませんか？
皆様のご参加をお待ちしております！！
日

時：10月8日（金）
・15日（金）
・22日（金）
・11月5日（金）
全4回 10時〜12時
	※ただし、10月22日（金）は、午後に録音体験を実施する為、10時
～15時までとなります。
場 所：袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
内 容：音訳に関する基礎知識及び技術について
	音訳体験（実際に広報そでがうらの音訳を体験していただきま
す。）
対 象：市内在住又は、在勤の方で音訳ボランティアに興味関心があり、受
講後活動の意志がある方
定 員：10名（先着順） 受講料：無料
持ち物：筆記用具
締 切：10月1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
コロナウイルス感染状況により、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！

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
場
対

時：9月22日（水） 10時～11時30分
所：袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
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
締 切：9月10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
コロナウイルス感染状況により、開催を中止させていただく場合があります。

袖ケ浦市生活支援体制整備事業は

あ

い

か

つ

袖ケ浦市 合い活 事業 になりました。

７月９日（金）根形公民館にて

君津四市第2層SC交流会を開催しました
※ＳＣは生活支援コーディネーターの略
近隣ＳＣの「コロナ禍でどうしてる？」という声から、袖ケ浦市のＳＣ主催で
交流会を企画し、16名が感染対策をとって集いました。
ワールド・カフェの様子
（本来はお茶を飲みながら、
リラックスした雰囲気の中、テーブルを移動しなが
ら、楽しく話し合います。）

～県社協より福祉教育推進団体の指定を受けました～
中富地区社協は令和3年度より学校等と協力し、地区内の福祉教育の推進に向
けた取り組みを行っていきます。
各学校担当の先生方と
パッケージ指定団体（令和3年度〜5年度）
地区社協会長との打合せの様子
中川小学校・平岡小学校・平川中学校・袖ヶ
宜しくお願い致します！
浦高等学校・平岡地区社会福祉協議会・中
富地区社会福祉協議会
学校と地域が連携することで、地域の実
情に合わせた福祉教育を推進し、将来助け
合い支え合いの輪が広がり、福祉コミュニ
ティの形成に結び付くことが期待されます。

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
期間：令和３年7月1日～7月31日

（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）

富津市のわんわんパトロール
（犬の散歩やウォーキングのつ
いでの見守り）という取り組み
が市内全域へ拡散している事
例を紹介
今回は事前にテーマを模造紙に書き、1層
ＳＣと行政担当が「ホスト」、2層ＳＣが「旅
人」として各テーマを移動して行いました。
発言は附箋に書いて貼り、最後は全員で情
報を共有しました。普段何かと孤独なＳＣか
らは「参考になった」、
「今後の取り組みに
前向きになれた」と好評でした。
問合せ：地域福祉係

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】

渡辺芳美 西沢芳夫 髙橋光正 西澤光 柏辰悦
長谷川久子 関幸子 萩原和子 鈴木順一
小西朋子 相馬政子 髙橋佳代子 片山英昭
河内山尚 石井たみ 友田和美 小川雅子
柳瀬芳枝 河内清 中山美空 上嶋那奈

【寄付金】

個人・団体（敬称略・順不同）

袖ケ浦市建設業協同組合
袖ケ浦市福祉チャリティー
ゴルフ大会
匿名
（2件）
合 計

金額
（円）

30,000

281,808
118,897
430,705

コールわかば 健康麻雀あじさい
令和3年4月からの累計額は 619,927円です。
袖ケ浦地区更生保護女性会 袖ケ浦市役所
（株）メディアサイトウ 長浦駅前５丁目自治会
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
臨海スポーツセンター 袖ケ浦菜の花苑
これからもご協力
デイサービスおとの里 SUNSMILEプロジェクト
百目木公園管理組合 東京ドイツ村
お願いいたします
神納箕和田有志 栗の木会
（公社）千葉県緑化推進委員会 ちいたの福王台
里山を歩く会
匿名 １０名
＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

令和３年度
「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」御案内
社会福祉施設・事業所等へ就職を希望する方を対象に、
「福祉のしごと就職
フェア・
ｉ
ｎちば」を下記のとおり開催します。求人のある社会福祉施設・事業所の
採用担当者との個別面談や福祉職場に関する相談等を行いますので、興味・関
心のある方はお越しください。
日 時：１０月9日(土) 13時～１６時 （１２時３０分から受付開始）
場 所：ホテルポートプラザちば２階ロイヤル 千葉市中央区千葉港８－５
（JR千葉みなと駅より徒歩１分）
参加費：無料（履歴書不要、スーツ不要）
問合せ：千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
電話：０４３－２２２－１２９４
（祝祭日を除く月曜日～土曜日１０時～１８時）
HP：http://www.chibakenshakyo.net/

