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地域福祉事業にご協力ありがとうございます
〜令和3年度法人会員の皆様です〜

　袖ケ浦市社会福祉協議会は、「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるま
ちづくり」を目指して、さまざまな福祉サービスを行っています。事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根
共同募金配分金、補助金に加えて、市政協力員を通じて皆様にお願いしております会費や事業所様からの法人会費を財
源としております。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。
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<50音順>11月1日現在

令和3年度法人会員は現在も
引き続き募集しております。

「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）

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

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
・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

♪

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

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10月1日〜10月31日

これからもご協力
お願いいたします

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

前田健治　小助川開光　近藤香代子　髙橋恵子　石渡美紀子　田村尚子　櫻山紀子　友田和美
松永敬一　藤原知美　西沢芳夫　濵口正義　上嶋晃太
健康麻雀あじさい　袖ケ浦地区更生保護女性会　（株）メディアサイトウ　百目木公園管理組合
かずさファシリティサービス（株）　ＧＧさつき会　昭和中学校生徒会　ＳＵＮＳＭＩＬＥプロジェクト
ろんろん　袖ケ浦市役所　神納箕和田有志　手話サークル「めだかの会」　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　市原化工機（株）　（有）五島設備
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　デイサービスおとの里
神納一区出津分区３班Ｂ　袖ケ浦ふれあい　東京ドイツ村
匿名　14名

*現在プルタブの回収は行っておりません*
【寄付金】

個人・団体（順不同・敬称略） 金額（円）
イリマ袖ケ浦フラダンスサークル 9,401
匿名 10,000

合　計 19,401
令和3年4月からの累計額は751,390円です。

　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。今後もご自宅で食べない食品が、ありましたら『フードバ
ンクちば』に食品寄付のご協力お願いいたします。

 (順不同・敬称略) 
小倉 直也、斎藤 澄江、藤原 知美、東洋羽毛北関東販売（株）、匿名21名 

『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。
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　蔵波地区社会福祉協議会では、毎月第4木曜日に「サロン」を実施しています。
コロナ感染予防のため、昨年1月より実施を控えておりましたが、感染の勢いも
弱まってきた7月12日（月）に初めて屋外で実施することに致しました。
　しかし、当日は夏の猛暑に見舞われたため、急遽蔵波台自治会館内に変更し、
屋内競技を行いました。
　サイコロシュートといって、発砲スチロールでできた30センチ程のサイコロを
足で蹴ったり、手で投げたりして相手（敵）のサイコロを枠から弾きだし、得点を
競うゲームです。思わず力が入った珍プレイも、見事な好プレイも続出し、楽しい
ひと時を過ごしていただきました。（サロン事業部会）

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
蔵波地区

「木曜ふれあいサロン」を復活いたしました

　10月31日（日）第13回袖ケ浦市地域福祉フェスタが市民会館で開催され、268名の方が来場され
ました。
　袖ケ浦市の地域福祉推進のためにご尽力いただいた方々への表彰や福祉推進標語の表彰をしま
した。その後、記念講演として東京2020パラリンピックに出場された辻沙絵様による講演会を行い、
多くの方がパラリンピックのこと、夢、目標をもつことの素晴らしさなどを感じることが出来ました。
　それ以外にも模擬店の出店や各団体のPRなども行われ、福祉にふれて頂くことが出来ました。

　義足や人工関節を使用している方、心臓やじん臓などの内部障
害の方など、外見からはわからなくとも、援助や配慮を必要とし
ている方がいます。
　このマークを見かけたときは、思いやりの行動をお願いします。
　ヘルプマークは下記にて配布を行っていますので、ご希望され
る方はお越しください。
●ヘルプマーク配布場所　
　袖ケ浦市役所障がい者支援課
　袖ケ浦市坂戸市場1−1　問合せ:☎0438−62−3187

ヘルプマークをご存じですか?

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。

○昭和中学校生徒会
　ペットボトルキャップ…110kg

収集ボランティア ご協力ありがとうございました!!

日　　時 会　　場

11月18日（木）
13時〜16時

・市役所	
・平川行政センター

11月25日（木）
13時〜16時

・市役所	
・平川行政センター
・長浦行政センター

12月2日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

【11月〜12月の心配ごと相談日】
日　　時 会　　場

12月9日（木）
13時〜16時

・市役所	
・長浦行政センター	

12月16日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

12月23日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

問合せ:地域福祉係

*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。

ひとりで悩んでいませんか??

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。

　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。

袖ケ浦市生活支援
       体制整備事業は  になりました。袖ケ浦市合

あ い か つ

い活事業 

支え合い活動に特別な資格はいりません。
ご近所に住む高齢者の「困った」をみんなで考えることが支え合いのスタートです。

身近な地域の支え合い活動にご協力ください。
「あなたが地域の宝物!」

ガラケーは
使えなくなるの?

病院の受診予約は
どうするの? LINEがしたい

市の安全メールを
受信したい

「スマホの勉強会やってみよう」

10月:根形圏域協議体
（のぞみ野第2自治会館にて）

令和3年3月版「袖ケ浦市おたすけ手帳」のP16とP24に掲載の
「NPO法人袖ケ浦げんきか〜い」の電話番号が変わりました。

【新番号:090−2428ー3643】

お知らせ

問合せ:地域福祉係

孫とビデオ
通話したい

たとえば
携帯電話

渡邉　惠子
渡邉　吉明

西川　三郎
稲葉　真理子

髙橋　光正
永年勤続民生委員児童委員表彰
全国民生委員児童委員連合会会長表彰（順不同・敬称略）

吉岡　眞史
民生委員・児童委員功労
千葉県社会福祉協議会会長表彰（敬称略）

下泉区
共同募金優良地区
千葉県共同募金会会長表彰（敬称略）

常澄　滋子
鶴岡　妙子
友田　和美
葉岡部　ひで子

近藤　雄英
渡辺　町子
武藤　美智代
竹元　兼彦

向井　幸子
のぞみ野東京通勤者会

多年にわたり地域福祉の向上にご尽力されました。
袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）

優秀賞
鎌田　菜々恵　（根形小学校4年生）	 藤元　凱也　	（根形小学校6年生）　
田中　　椋	　	（長浦小学校5年生）　
入選賞
入　千穂　		（奈良輪小学校4年生）	 時田　天音　	（中川小学校5年生）　
島田　悠煌　	（平岡小学校4年生）	 松本　真夢愛　（奈良輪小学校6年生）　
井内　和希　	（平岡小学校幽谷分校4年生）	 谷田部　恭侑　（長浦小学校6年生）　
北億　結菜　	（蔵波小学校5年生）	 田上　心彩　	（蔵波小学校6年生）　
葊瀬　夢叶　	（根形小学校5年生）　

地域ぐるみ福祉推進標語入賞者（順不同・敬称略）

袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状（順不同・敬称略）
多額のご寄附を賜りました。
出光千葉陸上輸送協力会　　　袖ケ浦ワークスリサイクル会

第13回袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催

スマホ操作なら
お手伝いできるかも私も知りたい

記念講演のYouTube配信中止について
地域福祉フェスタ終了後に配信日等をご案内させていただくこととなっておりましたが、 

講師の都合により、YouTube配信を取りやめとさせていただくこととなりました。
YouTube配信を楽しみにされておられた皆様に深くお詫び申し上げます。


