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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。

福祉について勉強してみよう!!

袖ケ浦市社会福祉協議会では、福祉を「 ふ だんの く らしの し あわせ」として考え、車いす体験、アイマスク体験、
高齢者疑似体験などを通して相手の気持ちを考え行動すること、助け合いの心などの醸成を図っていくことを目的に福祉
教育を行っています。
今回は、福祉教育の中で車いす体験の紹介をさせていただきます。

参加者の声

車いす体験

〇車 椅子に乗ったことで、いつもの目線と違い
坂道の上り下りが怖く感じた。

車椅子体験は、車椅子に乗る人と、車椅子を押す人の2人1組で行います。
坂道や段差の体験、車椅子に乗って自動販売機でジュースを買う際はどんな感じにな
るのかなど、車椅子に乗っている際に感じること、車椅子を押している際に感じること
など普段とは違う目線、視点をもち体験することで相手の気持ち、立場になって考える
ことの大切さを学んでいただきたいと考えています。

〇家 族や友達が車椅子を乗ることがあったら、
優しく押してあげたい。
〇急に押されたり、止まったりすると怖かった。

【体験時のイメージ写真】

〇後ろの人（介助者）が声をかけてくれることで
安心して乗れた。
〇一人で移 動 することも出 来るけど、誰 かが
手伝ってくれると嬉しい。

福祉教育の内容・申込みについて
坂道を上がる様子

段差を上がる様子

ボッチャ体験会の参加者募集
～子どもも大人も、障がいの有無関係なく誰でもプレーできるスポーツです～

ボッチャを知っていますか?

親子でも
友達どうしでも
参加できます

日
時：令和4年2月5日（土）10時〜12時
場
所：臨海スポーツセンター
内
容：ボッチャ体験会（競技説明・練習・模擬試合等）
参加対象：袖ケ浦市在住の方（年齢・障がいの有無問わない）
参 加 費：無 料
募集定員：30名程度（先着順）
申込期限：令和4年1月12日（水）まで
そ の 他：新 型コロナウイルス感染状況に
より中止となる場合もあります
のでご了承ください。
申込み・問合せ：地域福祉係

!!

ボッチャとは ……………………………………………………             ……
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに赤・青のそれぞれ6球ず
つのボールをいかに近づけるかを競うスポーツです。
カーリングのように、相手のボールを弾いたりして、自分が優位に立てる
よう位置取りをしていきますが、的も弾いて移動させることが出来るため、
カーリングとは一味違う戦略、魅力がある競技です。
参照：HP 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

社会福祉協議会の職員・福祉ボランティアが学
校、自治会、企業などを訪問し、ご希望のプログラ
ム内容を行います。
内 容：車 椅子体験・アイマスク体験（視覚障がい
者疑似体験）・高齢者疑似体験
費 用：無料
対象者：１０名程度以上のグループ・団体（学校・企
業・自治会等）
その他：日時や場所については、ご相談ください。
申込み・問合せ：地域支援係

「生活福祉資金」
をご存じですか
低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで、母子・父子・寡婦
福祉資金や日本政策金融公庫などの公的資金を借受できない方（一
時的に資金が必要な方等）を対象に、世帯の自立等を図るために貸
付事業を行っています。
【貸付の種類】
福祉資金
教育支援資金
緊急小口資金
総合支援資金
不動産担保型生活資金

小規模住宅改善費、転宅費、療養費、福
祉車両購入費等の貸付
高等学校や専門学校、大学の教育費等の
貸付
緊急かつ一時的に生計が難しくなった際
の生活費等の貸付
失業等により、日常生活の維持が難しく
なった世帯に対しての生活費等の貸付
居住用不動産を有し、その居住に住み続
けることを希望する高齢者に対して、そ
の不動産を担保にした生活費の貸付

※貸付には条件があります。
詳細についてはお問い合わせください。
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。 申込み・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
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

「切手整理ボランティア」を
募集しています!!
「切手整理ボランティア」とは!?
地域の皆様からお持ちいただいた使用済み切手を毎月第1月曜日の午前
中に、はさみで切手の周りを1㎝程度残して切る作業を行っております。
どなたでも気軽に始めることができますので是非、ご興味のある方は、
ボランティアセンターまでお問い合わせください。
なお、整理した古切手は、NPO法人誕生日ありがとう
運動本部、公益財団法人緑の地球防衛基金などの活動
に役立てられています。
実施日：毎月第1月曜日10時〜12時
場 所：袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
募集人数：2名程度
申込み・問合せ：ボランティアセンター

長浦地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！

オレンジカフェ袖ケ浦6周年記念講演
オレンジカフェ袖ケ浦（旧 認知症カフェきみさんち）はおかげさまで設
立から6周年を迎えることができました。
感謝の気持ちを込めて記念講演を企画いたしましたので、皆様お誘いあ
わせの上お越しくださいませ。
日 時：令和4年1月21日（金）10時30分〜11時30分
場 所：袖ケ浦市民会館中ホール
講 師：袖ケ浦さつき台病院 認知症疾患医療センター長 細井尚人先生
参加費：無料
定 員：40名（申込先着順）
申込み・問合せ：☎️070ｰ4021ｰ4802

しゃべろう会を令和4年1月から再開します!

精神障がいを抱えている仲間どうしが、お互いの生活のしづらさ・悩みなどを
語り合い、自分の病気や問題と向き合い見つめながらより良い自分の助け方を見
つけています。ひとりで悩まず、遊びに来てください。
日 時：毎月第2水曜日14時〜16時（時間内出入り自由）
場 所：長浦公民館
参加費：無料
問合せ：馬場 ☎️ 090ｰ4196ｰ4563
袖ケ浦市生活支援
体制整備事業は

（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11月1日〜11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。

【寄付金】
個人・団体（順不同・敬称略）
鈴木 肇
三枝 正
袖ケ浦電業会
昭和32年3月
中川中学校卒業生一同
匿名
（3件）
合 計

金額
（円）
5,000
20,000
10,000
25,000

これからもご協力
お願いいたします

40,653
100,653

令和3年4月からの累計額は852,043円です。

ありがとう
ございました

社会貢献型自動販売機の設置

のぞみ野自治連合会様から場所を無償提供いただき、
のぞみ野第一自治会館に設置しました。売り上げの一部を
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

つ

になりました。

社協ホームページのトップ画面右下にある
バナーをクリックすると「袖ケ浦市おたす
け手帳」のページより更新内容をご確認い
ただけます。

ここをクリック

「いきがい・助け合いサミットin神奈川」
に
出展したポスターが公開されています
現在、公益財団法人さわやか福祉財団のホームペー
ジ上で、
「いきがい・助け合いサミットin神奈川」に
寄せられた139の住民活動のWEBポスターが公開
されています。各ポスター下の「資料ダウンロード」
では、ポスターに込められた想いや詳細情報が紹介
されています。
※袖 ケ浦市は、カテゴリーF「地域共生の活動」
No.132に掲載されています。
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。

（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手等】

京谷あさ子 飯塚千鶴子 小川雅子 柳瀬芳枝 山口想生 石渡美紀子 友田和美 片山英昭 中山未央
松永敬一 吉田幹雄 鈴木恒久 太田洋子 北村幹夫 上嶋駿太
袖ケ浦地区更生保護女性会 健康麻雀あじさい （株）黒田不動産鑑定 袖ケ浦市民会館
かずさファシリティサービス（株） 袖ケ浦市役所 手話サークル「めだかの会」 長浦マンドリンアンサンブル
NPO法人ぽぴあ 百目木公園管理組合 日鉄エポキシ製造（株） いきいきサポート交流会一同
SUNSMILEプロジェクト 袖ケ浦菜の花苑 ちばぎんVネットクラブ事務局 袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
セイムス長浦店 公益社団法人千葉県緑化推進委員会 東京ドイツ村 デイサービスおとの里
（株）メディアサイトウ 富友会 袖ケ浦学園
匿名 15名
*現在プルタブの回収は行っておりません*

か

袖ケ浦市 合い活 事業

長楽サロン（オカリナ演奏）

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

い

「袖ケ浦市おたすけ手帳」
の更新情報は
社協ホームページでお知らせしています

寄稿時は「立冬過ぎ」、記載時は『寒気深まる』の挨拶となる時候になりました。
今年度は、コロナ禍でもあり、マスク着用、消毒、換気、ソーシャルディスタンス等
の感染予防対策を十分とりながら、社協活動を展開してきました。
見守り訪問活動は毎月予定通り実施、サロン活動は今年度、8月・9月以外の計
17回4か所で開催予定です。児童部会ではなごやか交流会を2回、その他お花見
昼食会、ふれあいバスハイクを開催しましたが、敬老会は中止しました。
広報部会ではなぎさ通信4回、地区社協だよりは2回発行予定です。
来年度は、全てが普通になるよう祈願しています。

ふれあいバスハイク

あ

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。
【12月〜1月の心配ごと相談日】
日

時

会

場

12月16日
（木） ・市役所
13時〜16時 ・平川行政センター
・市役所
12月23日
（木）
・平川行政センター
13時〜16時
・長浦行政センター
1月6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

1月13日
（木）
13時〜16時
1月20日
（木）
13時〜16時

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
1月27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

地域ぐるみ福祉推進標語

優秀賞

広めよう!! うれしい声かけ やさしい気持ち
根形小学校

4年生

鎌田

菜々恵

