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じぶんの町を良くするしくみ。
〜赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。〜

今年も10月1日から全国一斉に赤い羽根共
ご協力いただいた募金の 使 途については、
同募金運動が実施されます。
赤い羽根データベース『はねっと』で公開して
「困ったときはお互いさま」の精神からはじ います。
『はねっと』
まった赤い羽根共同募金。こんな時だからこ
【http：//www.akaihane.or.jp】
そ、じぶんの町を良くするために、困っている
人たちを支えるために、
「つながりをたやさな 皆様の温かいご協力をよろしくお願い致します。
い社会づくり」を目指して活動を続けています。
QRコードからも
自治会や職場、学校などを通じてご協力いた
募金が出来ます
だいた募金は、福祉の推進などじぶんの町を
良くするために使われます。

募金箱設置にご協力を

赤い羽根募金運動が開始される10月1日から11
月30日までの期間で赤い羽根共同募金箱を設置
していただける事業所やお店を募集しています。
企業活動の一環として共同募金運動に参加をお
願いします。
問合せ：千葉県共同募金会袖ケ浦市支会（庶務係）
☎63-3888
※今 年度の街頭募金は新型コロナウイルス感染状
況を鑑みて実施判断致します。

クリアファイル募金（限定クリアファイ
限定クリアファイル）
ル）
10月から始まります
クリアファイルは500円以上の募金をされた方へ
プレゼントいたします。詳細はお問い合わせ下さい。
※各種限定3枚 （初音ミク4種類）
問合せ：庶務係

限定
千葉県ン
!
デザイ

第13回袖ケ浦市地域福祉フェスタ
〜祝袖ケ浦市市制施行30周年〜
〜祝袖ケ浦市市制施行30周年
〜

開催日時：10月31日（日）9時30分〜12時
（表彰式典受付開始9時）
（記念講演受付開始10時）
場
所：袖ケ浦市民会館 大ホール
内
容：9時30分 袖ケ浦市社会福祉協議会表彰式典
10時25分〜11時55分 記念講演
	福祉関係団体等が作成した福祉に関する掲
示物の掲示及び市民会館駐車場において市
内社会福祉施設による物品販売も行います!!
そ の 他：新 型コロナウイルス感 染状 況により中止さ
せていただく可能性があります。ご了承くだ
さい。
記念講演
対
定

象：市内在住の方
員：50名（先着順）
※ただし、申込は一家族最大4名まで
締
切：10月5日（火）
締 切日前に定員に達した場合は、その時点で
受付を終了させていただきます。
申込方法：電話受付（地域支援係まで）
記 念 講 演については、地 域 福祉フェスタ実 施日以
降にYouTub eで の 動 画 配 信 も予定しております。
YouTube配信日については、袖ケ浦市社会福祉協議
会のホームページ、社協だより等において後日ご案内
いたします。

第13回袖ケ浦市地域福祉フェスタ記念講演
テーマ

「パラ陸上と私」

〜東京2020パラリンピックを経験した今だから伝えたい思い〜
入場無料・手話通訳あり・事前申込制

辻沙絵さんを講師にお迎えします。
東京2020パラリンピックに出場された辻さんの生い立ち、
パラリンピックのこと、夢・目標をもつことの素晴らしさにつ
いて講演していただきます。

講師プロフィール

北海道出身
パラ陸上女子T47において、100m、200m、400mの日本
記録保持者
生まれつき右肘から先がない先天性前腕欠損を持ちなが
講師 辻 沙絵
ら、小学校5年の頃ハンドボールを始める。高校時代にはハンドボールの強豪、茨木県立
水海道第二高校に進み、ハンドボール選手として健常者とともにプレーし、全国高校総
体ベスト8という成績を残す。2015年日本体育大学在学中にパラ陸上競技に転向。2015
年、パラ陸上競技の日本記録を樹立、国際大会初出場となった世界選手権で女子100m
で6位入賞。2016年、日本パラ陸上競技選手権で、100m、200m、400mの3冠を達
成。2016年リオデジャネイロパラリンピックでは陸上女子400メートルで銅メダル獲得。
2017年、世界パラ陸上競技選手権ロンドン大会に出場し400mで3位、2018年インドネ
シアアジアパラ競技大会では100mと400mで銅メダルを獲得。2021年3月に日体大大学
院を修了、現在は日本体育大学の助教。
東京2020パラリンピック大会では、陸上女子400m、200mに出場。
【東京大会の戦績：陸上女子400m 5位入賞】

「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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収集ボランティア

あつ ボランティア
まれ

ご協力ありがとうございました

○広栄化学株式会社
広栄化学労働組合

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

ペットボトルキャップ…97kg
古切手…800g
ベルマーク他…170枚

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
・袖ケ浦自動車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
・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

根形地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
令和3年度の活動については、コロナウイルス感染拡大防止により6月実施予
定のあやめ祭り、9月開催予定の敬老会を中止しました。
今後の予定であるバスハイク等も感染拡大の様子を見ながら判断せざるを得
ない状況です。
そんな中、見守り訪問については戸別訪問のため月に1度実施しており、近況等
について伺っています。
いずれにしても、感染を防止するための対策を個人でしっかりと管理し、焦らず
慌てず騒がず、誰にも明日は必ず来る!今日がダメなら明日があるさ。
安心できる環境になったら皆さんと一緒に活動したいと願っています。

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ありがとうございました。

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8月1日〜8月31日

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手】

匿名 １０名
*現在プルタブの回収は行っておりません*

袖ケ浦市生活支援
体制整備事業は

あ

か

つ

始めてみませんか?

になりました。

あなたの身近な支え合い

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域の支え合いがあ
ると安心です。
「今、自分にできる事」、
「ひとりでは無理だけど仲間とならできるかも」とい
う方、お気軽に各圏域の生活支援コーディネーター（SC）にご相談ください。
見守り

体操

話し相手

SCが実際の取り組
みについて、他市の
事例やヒントを提案
しました。

【9月〜10月の心配ごと相談日】
日

時

SC

地域支え合い活動入門講座（7月の成蔵区のサロンにて）

*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。
場

い

袖ケ浦市 合い活 事業

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。

会

30,000

健康麻雀あじさい 袖ケ浦市役所
中村 政信
10,000
yayoi式手技療法POLASUNRISEのぞみ野
匿名
61,148
広栄化学株式会社 広栄化学労働組合
合 計
101,148
SUNSMILEプロジェクト （株）メディアサイトウ
令和3年4月からの累計額は 721,075円です。
シルバー寄合所「きらく」 袖ケ浦市赤十字奉仕団
神納箕和田有志 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
百目木公園管理組合
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
長浦マンドリンアンサンブル 細野農園
これからもご協力
デイサービスおとの里 伊島建築 八ツ手Ｇ
お願いいたします
手話サークル「めだかの会」 グラウンドさつき会
（公社）千葉県緑化推進委員会

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。

時

金額
（円）

見守り訪問部会活動の様子

ひとりで悩んでいませんか??

日

【寄付金】

個人・団体（敬称略・順不同）
北村幹夫 石渡美紀子 小倉信行 中村まさ子
友田和美 在原新造 長嶋忠雄 中村政信
広栄化学株式会社
松本一二三 相馬政子 上嶋晃太
広栄化学労働組合

お茶のみ

見守り訪問部会の皆さん

（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。

会

場

9月16日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・平川行政センター

10月7日
（木） ・平川行政センター
13時〜16時 ・長浦行政センター

・市役所
9月30日
（木）
・平川行政センター
13時〜16時
・長浦行政センター

10月14日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・長浦行政センター
10月21日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・平川行政センター
問合せ：地域福祉係

移動支援
お助けマン鈴木さん

「お助けマン鈴木さん」は、自家用
車を使用し、個人で通院等の支援
を行っています。
市内に「同じような支援者が増え
て欲しい」という思いから、時々活
動状況の報告に立ち寄られます。
問合せ：地域福祉係

敬老会中止のお知らせ
例年、ご長寿のお祝いとして、各地区敬老会を地区社会福祉協議会主催で開
催しておりますが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止と
させていただきます。
参加される皆様の健康と安全を優先し、来年、安心して皆様のお顔を拝見し
たいと思います。
残念ではございますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
問合せ：地域福祉係

