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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〜

記念講演

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。

テーマ 「パラ陸上と私」

注
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福祉関係団体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を行います!!

〜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〜

講師プロフィール

2

市内の福祉関係団体、昭和小、
奈良輪小が作成した掲示物

注

市内の福祉関係団体等の活
動や福祉に関する情報などを掲
示します。
コロナ禍だからこそ、掲示物
を通して福祉について皆さんに
伝えたい!知ってほしいことがあ
ります!ぜひ、ご覧ください!

講師 辻

沙絵

東京2020パラリンピック大会において陸上女子（T47）400m、200mに出場し、400mにおいて
5位入賞をされた「辻沙絵さん」を講師にお招きし、辻さんの生い立ち、パラリンピック、夢・目標
をもつことの素晴らしさについて講演をしていただきます!!
老若男女問わず聞いて欲しい!こどもの心・大人の心に元気をくれるひとときを是非!!

記念講演
対
象：市内在住の方
定
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22日（金）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） ☎0438-63-3888
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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400m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で銅メダル、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】
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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

市民会館駐車場において市内社会
福祉施設による物品の販売

市内6つの社会福祉施設が出
店し、パンや洋菓子、手工芸品
などの販売を市民会館駐車場
で行います!
どんなものが当日店頭に並ぶ
かはおたのしみ♡ぜひこの機会
にお立ち寄りください!!

 掲示物及び物品販売については、どなたでも
ご参加いただけます。
※た だし、掲示物についてはコロナ感染予防対
策の一環として受付にて氏名、ご連絡先等を
ご記入していただきます。

記念講演については、地域福祉フェスタ実施日以降にYouTubeでの動画配信を予定しております。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。

地域歳末たすけあい事業
〜見舞金の申請を受け付けます〜
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「つながり ささえあう み
んなの地域づくり」をスローガンに、地域住民やボランティア、民生委員児童委員、
社会福祉関係者の協力を得て実施しています。袖ケ浦市内では、生活困難世帯・
ひとり親世帯を支援していきます。

生活困難世帯たすけあい見舞金
歳末たすけあい募金配分会議で生活困難と認められた世帯に見舞金の支給
をします。また、生活の立て直しのために必要な相談支援（就労支援、家計指導
等）として自立相談支援室の案内をします。
※申請時に生活状況を確認しますので、ご了承下さい。
申請方法 本人からの申請が必要です。詳細は、問合先にご連絡ください。
申請期限 11月8日（月）

ひとり親世帯たすけあい見舞金

ひとり親世帯は、児童扶養手当を受給している世帯です。
申請方法 対象の方に届く児童扶養手当証書に、
「たすけあい見舞金」の申請書
等を同封しますので、案内を確認し、申請して下さい。
申請期限 11月8日（月）
▶対象と思われる世帯で、申請書類が届かない場合は、問合先にご連絡ください。

〜住民参加による地域福祉活動を支援します〜
対 象 者 市内に住所を有する以下の団体・個人
例：支援を必要とする高齢者等を支援する団体（NPO等）
障がいのある方等の当事者団体
助成対象となる事業を行おうとする市民（個人） 等
※共同募金配分金による助成を受けている団体は対象外となり
ます。
対象事業 該当団体・個人が次のすべてに該当する事業
①12月1日〜令和4年1月31日の期間内に市内で実施する事業
②高齢者や障がい者、生活困窮者、子育て世帯を支援し、その
支援の必要性について住民の理解を広げる事業。または自
らが抱える課題の解決に向けて活動する事業
③参加者を広く一般に募集する事業
④政治・宗教活動・営利を目的としていない事業
助 成 額 1万円〜3万円（参加人数により異なります）
申請期限 11月8日（月）

問合せ：地域福祉係 ☎0438-63-3888

「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！
！
○平川中学校生徒会

ペットボトルキャップ…110kg
古切手…122g

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。

「ほっとテレホンサービス」
利用者募集!!

「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。

袖ケ浦市生活支援
体制整備事業は
さわやか福祉財団主催

あ

い

か

つ

袖ケ浦市 合い活 事業

になりました。

令和3年9月1日（水）～2日（木） 会場：パシフィコ横浜

いきがい
いきがい・
・助け合いサミ
助け合いサミッ
ットin神奈川
トin神奈川
〜共生社会をつくる地域包括ケア〜生活を支え合う仕組みと実践〜
に参加しました。

【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
【 そ の 他 】※ほっとテレホンサービスにご協力いただける傾聴ボラン
ティアも募集しております!人と会話をすることが好きな
方、ほっとテレホンのボランティアに興味を持っていただけ
た方などいらっしゃい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。
申込・問合せ：ボランティアセンター

昭和地区
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実施しております。
毎月1回、事業推進委員（民生委員児童委員）21名がひとり暮らし高齢者等見
守り訪問事業利用者宅を訪問し、安否確認を実施しております。
見守り訪問部会では、部会員5名で毎月約100人分の訪問時の配布物や広報紙
などの準備しております。準備をする人、訪問する人など多くの委員が携わり、地
域の見守りを実施しています。

「ポスターセッション」

「分科会のオンライン視聴」

全国から地域特性を活かした
139点の応募があり、開催期間
中WEBと会場参加者からの「い
いね」投票が行われました。

33の分科会では「2層協議体の構成と役
割」
「移動支援」
「住民のやらされ感の払
しょく」等、登壇された当事者の言葉で語ら
れる事例を視聴しました。
（2層協議体から
SCとメンバー3名が参加）

社協HPで
公開中

参加者の声

「住民主体」の活動創出に向け、地域におけ
る「顔の見える関係」を継続し、
「地域ニー
ズを把握・共有」し、地域の皆さんと一緒に
「楽しみながら」支え合い活動を進めて行
きたいと思いました。
（木村）

地域の特徴で違いはあるものの「住民力を
どこに集結するか」、
「まだ社会参加してい
ない能力がある方をいかにその気にさせる
「おたすけ手帳」を紹介しました。 か」の2点がキーワードとして心に刺さりま
した。
（苅谷）
支援するというより、
「優しく支え合い助
けあって安心できるまちづくり」。簡単だけ
ど小地域でももっと努力をしなければ!（立
川市大山自治会を視聴して）
（多田）
問合せ：地域福祉係

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

（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9月1日〜9月30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。

見守り訪問部会メンバー

見守り訪問実施日の準備の様子

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。

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。
【10月〜11月の心配ごと相談日】
日

時

会

場

10月21日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・平川行政センター
・市役所
10月28日
（木）
・平川行政センター
13時〜16時
・長浦行政センター
11月4日
（木） ・平川行政センター
13時〜16時 ・長浦行政センター

日

時

会

場

11月11日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・長浦行政センター
11月18日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・平川行政センター
・市役所
11月25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

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手】

【寄付金】

個人・団体
小川雅子 石井美喜男 柳瀬芳枝 星野菫 山本雅子
金額
（円）
（敬称略・順不同）
三井基子 池田真治 進藤和子 萩原和子 片山英昭
4,914
渡辺芳美 菅友代 友田和美 石渡美紀子 伊藤太郎 袖ケ浦公園管理組合
感王寺敏子 山崎とよ子 松永敬一 豊島久美子
匿名
（2件）
6,000
赤松義雄 上嶋駿太 河内清
合 計
10,914
かずさファシリティサービス（株）
令和3年4月からの累計額は 731,989円です。
長浦マンドリンアンサンブル （株）メディアサイトウ
関自動車 健康麻雀あじさい 袖ケ浦市役所
袖ケ浦地区更生保護女性会
手話サークル「めだかの会」 ＳＵＮＳＭＩ
ＬＥプロジェクト
日産化学（株） 明治安田生命木更津営業部
（有）渡辺産業 蔵波台若草東自治会
特別養護老人ホーム袖ケ浦瑞穂
これからもご協力
臨海スポーツセンター 袖ケ浦菜の花苑
お願いいたします
カトレアンホーム 平川中学校生徒会
神納箕和田有志 ひびき デイサービスおとの里
椎の木グループ yayoi式手技療法 東京ドイツ村
匿名 13名
*現在プルタブの回収は行っておりません*

ありがとう
ございました

社会貢献型自動販売機の設置

横田地区でグループホームを運営している（有）憩様から
場所と電気を無償提供いただき、駐車場に自動販売機を設
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。

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

