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新型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。

災害ボランティアに参加する際の心構え

「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）

　災害ボランティアとは、地震や台風、豪雨、火山の噴火などの災害が発生した際に被災地で復旧活
動などを行うボランティアのことをいいます。
　被災地での活動の事例としては、洪水被害にあった住宅の泥だしやがれきの分別、撤去のお手伝
いなどがあり、災害の状況により必要とされる活動は様々です。

被災地でボランティア活動をしたいと思ったらどうしたらいいの?

①自己完結 →  自分で出来ることは自分で。
 例： ボランティア自身が使用する物は自分で準備する。

宿泊先なども自分で確保する。
②自己責任 →  活動をするにあたり、肉体的にも疲労がたまり、集中力

を欠くなどし、無理をすることで、怪我をすることも考
えられます。自分で健康管理を心掛け、無理をしないこ
とが大切。

③被災地・被災者への配慮 → 被災者の気持ちを想像して寄り添う。
④多様性の尊重 → 一人ひとりの違いを認識し、大切にする。

被災地の状況に関する情報収集や被災地で、災害ボランティアセンターが立ち上
がっているか、災害ボランティアの募集をしているかなどを被災地の社会福祉協議
会や全国社会福祉協議会のホームページなどで確認をする。

↓
被災地の状況、災害ボランティア活動募集の状況を踏まえ、災害ボランティア活動
をするかどうかの意志を固める。

↓
災害ボランティア活動をすると決めたら、居住地の社会福祉協議会において「ボラ
ンティア活動保険（有料）」に加入する。

　　　　　　  ↓
ボランティア自身が被災地で使うもの（ヘルメット、軍手、衣類、食
料、その他必要な物）を自分で揃える。宿泊を考えている場合は、自
分で、宿泊場所を確保する。

　　　　　　  ↓
現地に向かい、現地の災害ボランティアセンターにて受付を済ませ、
災害ボランティア活動を行う。

災害ボランティアについて
ご存じですか?

　災害ボランティアの基本的な考え方、活動にあたっての心構え等を学
び、今後、災害ボランティアとして活動することができる方を養成するこ
とを目的に「一般社団法人ピースボート災害支援センター」職員を講師
として招き、実施いたします。
　災害ボランティアに興味・関心がある方、災害ボランティアとして活動
をしているけど、基本的なことをもう一度勉強したい方など、是非、この
機会にご参加ください!!
日　時：3月10日（木）14時〜16時
場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
内　容： 災害ボランティア活動を行う際のルール、心構え、服装、活動を

するまでの流れなどについて
講　師： 一般社団法人ピースボート災害支援センター職員
対　象：袖ケ浦市在住の方
参加費：無料
定　員：15名（先着順）
申込締切：2月28日（月）
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：地域支援係

　「袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度」とは、災害
ボランティア活動を行う意思のある個人や団体の方々に登録をしていただ
き、もしもの時に備える制度です。

（登録できる方）
・個人登録…満15歳以上（中学生以下は不可）
・団体登録…代表者が満15歳以上（中学生以下は不可）
（登録方法）
登録用紙を記入のうえ、袖ケ浦市ボランティアセンターに提出してください。
（登録用紙入手方法）
・ 当会ホームページ（https://www.sodegaura-shakyo.jp）から、登録用

紙をダウンロード
・袖ケ浦市ボランティアセンターにご連絡いただければお渡しいたします。
（活動内容）
・平常時
　 ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関する研修

会や訓練等のお知らせ、各種情報を提供します。
・災害時
　 袖ケ浦市が設置する災害ボランティアセンターの運営・補助や現地での

活動にご協力をいただきます。
　 活動を行う場合は、災害ボランティアセンターで受付をするとともにその

指示に従って活動してください。

上記4つが心構えの基本となります。被災地に災害ボ
ランティア活動に行くと、様々な状況下におかれている
方々と出会います。その方々の気持ちを十分に配慮して
災害ボランティア活動にあたっていただきたいと思い
ます。

災害ボランティア
入門講座を開催します!!

袖ケ浦市災害ボランティア
協力者登録制度について

詳しくはQRコードから
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支えあい　笑顔ひろがる　地域のわ
根形小学校　6年生　藤元　凱也

優秀賞地域ぐるみ福祉推進標語

袖ケ浦市生活支援
体制整備事業は

　今年度、昭和圏域、根形圏域の第2層協議体では「コロナ禍のつながり」を
テーマに高齢者には苦手なスマホの勉強会を実施してきました。

　現在、自分のスマホでワクチン予約が取れるよう、QRコードの読み取りやメー
ルアドレスの入力に取り組んでいます。

【お知らせ】合い活「テーマ別会議」をZoomによりリモート開催します。
日　時：3月4日（金）13時30分〜、3月11日（金）13時30分〜　
　　　   詳細は下記までお問合せください。
問合せ：地域包括支援センター　☎︎0438-62-3225

神納一区シニアクラブ ウエルシア奈良輪店 神納東シニアクラブ

SC

第2層　昭和圏域協議体、根形圏域協議体

スマホ勉強会からワクチン予約に取り組んでいます

袖ケ浦市合
あ い か つ

い活事業  になりました。

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

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4年1月1日〜1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）
土屋新治　栗原叶多　松永敬一　北村幹夫　感王寺敏子　石渡美紀子　上嶋駿太
片山英昭　大塚雄友　今井恵子
長浦マンドリンアンサンブル　平岡公民館　GGさつき会　袖ケ浦市赤十字奉仕団
袖ケ浦菜の花苑　東京ドイツ村　袖ケ浦市役所　SUNSMILEプロジェクト

（株）メディアサイトウ　特別養護老人ホーム蔵波　デイサービスおとの里
匿名　５名

*現在プルタブの回収は行っておりません*
【寄付金】

令和3年4月からの累計額は1,285,486円です。

個人・団体（順不同・敬称略） 金額（円）
坂戸神社 11,000
髙梨　久武・美惠子 20,000

合　計 31,000

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

　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　時：3月1日（火）　10時〜11時30分
場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
対　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
参加費：無料
申込締切：2月21日（月）
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

傾聴ボランティア交流会を開催します!!

新型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。

　辻沙絵氏を講師として実施いたしました第13回袖ケ浦市地域福祉フェスタ記
念講演「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〜のDVDを袖ケ浦市内の教育機関を始め、社会福祉施設、ボランティ
ア団体など福祉関係団体に貸出しを行います。
　貸出しを希望される団体は、ボランティアセンターまでご連絡ください。
貸出し物： 記念講演「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〜のDVD
貸出対象： 袖ケ浦市内の教育機関、社会福祉施設、ボランティア団体など福祉関

係団体
貸出期間：貸出し日を含む最長1週間
費　　用：無料
そ の 他：※個人への貸出しは行えませんのでご了承ください。
問 合 せ：ボランティアセンター

第13回袖ケ浦市地域福祉フェスタ記念講演
DVDの貸出しを行います!!

　根形地区社会福祉協議会長の苅谷です。
　就任以来今までにないような台風被害や、新型コロナウイ
ルスの感染拡大などの事態が次々と起こり、地区社協で行っ
ていた各種事業がほとんどできなくなっています。
　敬老会・あやめ祭り・バスハイク・根形小学校での昔遊び
や福祉教育・のぞみ野マルシェでのサロン等、地域との触れ
合い、皆様との触れ合いが途切れた状態は寂しいものがあり
ます。
　そのような中で、事業推進委員の方々とモチベーションを維持しつつ、今で
きることに専心しているのが現状です。改めて今のコロナ災禍が収まった折に
は、再び皆様と触れ合えるのを楽しみにしています。
　今後ともよろしくお願いします。

根形地区社会福祉協議会の部会の皆さんをご紹介します

※コロナ禍で活動が難しいため、過去の写真になります。

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
根形地区

サロン部会の
活動の様子

会長  苅谷  文介

見守り訪問部会の
皆さん

高齢者専門部会の
活動の様子

研修専門部会の
活動の様子

心配ごと相談所について

日　　時 会　　場 状　　況
2月17日
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター 中止

2月24日
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

中止

3月3日
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター 未定

3月10日
13時〜16時 ・市役所 未定

今後の予定

　現在、市内において新型コロナウイルス感染者が増えている状況です。
　皆様の健康と安全を考慮した結果、心配ごと相談所は２月の相談を中止
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

募集人数：2名
業務内容：地域福祉活動支援業務等
　　　　（地区社会福祉協議会・シニアクラブ・遺
    族会等の団体事務）
勤務時間：月曜日〜金曜日　8時30分〜17時15分
　　　　（祝日・年末年始除く）
受験資格：普通自動車運転免許（AT限定可）
　　　　  ワード・エクセル・Eメールが使用できること
　　　　  令和4年4月1日現在、60歳未満
賃　　金：袖ケ浦市社会福祉協議会嘱託職員給与規程に基づき支給します。
　　　　（月給160,100円+交通費+時間外手当）
　　　　（賞与2回　社会保険加入）
採用予定日：令和4年4月1日（雇用期間は1年間）
試験の方法：面接試験（3月3日（木）予定）
申込方法： 市販の履歴書に記入し、2月25日（金）までに郵送又は持参くだ

さい。
問合せ：庶務係

嘱託職員募集


