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☎0438-63-3888

0438-63-0825

HP https://www.sodegaura-shakyo.jp
ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

※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。
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ガウラこども食堂を始めたきっかけ

食支援を必要とする家庭が多くあるにも関わらず、
袖 ケ 浦 市にはこども食 堂 の 存 在 が な かったこと、
また赤ちゃんからシニアの方までが集える街の居場
所づくりという意味も含め、2018年9月に設立しま
した。

活動について
2018年より毎月1回、袖ケ浦市民会館2階フリースペースにてガウラこども食堂を開催しま
した。市民会館1階の調理実習室で役員・ボランティアスタッフが作った食事の提供と市民の
有志の方がギター演奏、マジックショー、工作、ヨガ体操など、市民の交流の場を提供しまし
た。コロナ禍が始まるまでに26回開催（うち2回は台風後の炊き出し）することができ、延べ
1,820人の子ども・地域住民が参加しました。2020年3月よりコロナ禍により開催を中止して
いましたが、同年5月より食支援の必要な家庭に届
くよう予約を取り、購入したお弁当を市内の公民館、
市民会館で配布しました。
今年度は5月に2か所、6月に1か所、7月に3か所、
9月から1月までに2か所、合計2,172個（730世帯）
のお弁当を配布しました。
今後も月に1度の2か所でのお弁当無料配布を続
けていき、コロナ終息後は市民会館にて市民の皆さ
んとの会食を復活させたいです。

通帳やはんこ、
大切な書類を
よくなくしてしまう

?

ガウラこども食堂 代表 溝口
arigatoyuuki@gmail.com 080ｰ5005ｰ6574

公共料金や医療費の支払い、
銀行などでの払戻しが
うまくできない
役所から届く書類を
どうしたらいいのかわからない

定期的な訪問により、福祉サービスを利用するお手伝いや日常的な金銭管理をお手伝いすることで、
高齢者や障がい者の方々が住み慣れた地域で生活できるように支援する事業です。
※「すまいる」は愛称です。
高齢者や障がい者の方々が安心して笑顔（すまいる）で自立した地域生活を送るために必要な支援
を行っています。
■利用料
■支援内容
お金の

2 財産管理サービス
家 賃、公共料金等の支払
いや 金融機 関で生 活費
等の出し入れをします。

管理が心配

通帳や年金証書を
どこに置いたか
忘れてしまう

3 財産保全サービス
預 貯金通帳や各種証書などを貸金庫で保管し
ます。
■対象者
袖 ケ浦市内にお住まいで、高齢・障がい等に
より、ご自分の判断能力や日常的な金銭管理
に不安のある方
本事業の契約内容や事業内容が理解でき、か
つ本人の意思により利用申し込みをする方
■問合せ 日常・後見担当者直通（0438ｰ63ｰ3877）

内容

料金

福祉サービス
1時間30分未満1,000円
利用援助
（以降30分を超えるごとに
財産管理サービス
500円加算）

財産保全サービス 年額3,000円
（月額250円）
年会費

年額3,600円
（月額300円）

交通費

30分未満
無料
30分以上1時間未満500円
1時間以上
1,000円

参加や寄付希望の問合せ先

ガウラこども食堂ホームページ
https://www.facebook.com/gaurakodomo/

「日常生活自立支援事業（すまいる）」ってどんなことをしてくれるの?

1 福祉サービス利用援助
福 祉サービスの 情 報 等 を提
供します。

こども食堂とは子どもたちが安心してご飯を
食べることや、食を通じての地域住民のコミュ
ニケーションの場としての役割があります。今
回は袖ケ浦で活動されているガウラこども食
堂について特集します。

袖 ケ 浦 市 民 会 館 で の お 弁 当 無 料 配 布 に つ いて は 、
Facebookのガウラこども食堂のHPにて開催日約10日
前から予約受付を開始します。こちらは特に条件は設け
ていませんが、ひとり親家庭など食支援の必要なご家庭
を優先させていただきます。また、長浦公民館でのお弁
当無料配布については、SNS等での予約受付はしていま
せん。ひとり親家庭、もしくは食支援の必要なご家庭は
代表までご連絡ください。

このようなことで困っていませんか? ?
??
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日常生活自立支援事業（すまいる）の
生活支援員を募集しています!!
この事業にご協力いただける方（生活支援員）を募
集しています。関心のある方はぜひご連絡ください。
支援内容：福 祉サービスの利用に関する相談、利用料
の支払い手続きや生活費の払戻し等の金
融機関の窓口での手続き等
応募要件：高齢者や障がいのある方への福祉活動に関
心のある方（資格や経験は問いません。）
※生 活支援員の登録にあたり、千葉県社会福祉協議会
が指定する生活支援員養成研修を受講していただ
きます。
生 活支援員養成研修は、2ヶ月に1度開催されていま
す。詳細は、お問合せください。

法人後見事業とは?
法人後見事業とは、成年後見制度において社会福祉法
人やNPO法人などの法人が成年後見人等（後見人・保佐
人・補助人）になり、ご親族や専門職等が個人で成年後見
人等に就任した場合と同様に、本人の支援を行います。
■支援内容
1 財産管理 本人の預貯金や日常生活費の管理、通帳
等の保管、不動産など財産に関する管理
を行います。
2 身上監護 介 護・福祉サービスの手続きや医療・福祉
施設への入退所の手続きなどを行います。
※医 療行為への同意や身元保証人になる
ことはできません。
■対象者
袖ケ浦市内にお住まいの方※詳細はお問合せください。
（0438ｰ63ｰ3877）
■ 問合せ 日常・後見担当者直通

「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

袖ケ浦市生活支援
体制整備事業は

スロー
ライフで

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

「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。

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、興味を持っていただい
た方などいらっしゃいましたらお気軽にお問合せくだ
さい。
申込、問合せ：ボランティアセンター

平岡地区
社協特集 社会福祉協議会の紹介！
平岡地区社会福祉協議会（高齢者サロン）
平岡地区社協では常設5ヶ所のサロンを実施しております。
令和3年度は、平川中学校のソーラン節や袖ヶ浦高等学校書道部パ
フォーマンスの上映会なども実施しました。
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袖ケ浦市 合い活 事業

になりました。

「地域の支え合い活動」
を
始めてみませんか?

SC

「長年勤めてきた仕事を引退する」、
「引っ越しで新しい地域に住
む」など生活環境が変わることをきっかけに、
「地域の支え合い活動」
に参加する方が増えています。
始め方は自由。既存の団体に参加するほか、ご自身で始められる方も
います。
高齢 者の『長年 の 経 験（仕事・特 技・意
欲）』は地域の宝物（大切な社会資源）です。
「今できる事」を「できる範囲で」無理なく
楽しみながら『地域の支え合い活動』にご
協力ください。
詳しくは生活支援コーディネータ（SC）
までお問合せください。
<お知らせ>
現在、おたすけ手帳の情報更新の作業を進めています。お住まいの
地域の身近な支え合い情報がございましたらお知らせください。
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。

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。
【3月の心配ごと相談日】

日

川原井よってけサロンにて袖ヶ浦高等学校書道部パフォーマンス上映会の様子

野里熟年いきいきクラブ（野里会館）
毎月月曜日（祝を除く） 10時〜
サロンはなぶさ（花房平自治会館）
毎月第1火曜日
10時〜
川原井よってけサロン（川原井青年館） 毎月第2水曜日
9時30分〜
滝ケ沢さわやかサロン（滝ケ沢自治会館） 毎月第3火曜日
10時〜
平川菜の花サロン（平川公民館）
毎月第3金曜日
10時〜

『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。
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
のご協力をお願いいたします。
（順不同・敬称略）
井口 清一郎、斉藤 義男、鈴木 日和、藤原 知美、山口 順子、
京葉シーバース㈱、
（宗）真光寺、平川中学校、匿名32名

地域ぐるみ福祉推進標語

おもいやり きみにしあわせ とどけたい
菊入

千穂

会

場

状

況

3月17日
（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

中 止

3月24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

未 定

*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。
*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

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4年2月1日〜2月28日 （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。
（順不同・敬称略）
【ペットボトルキャップ、古切手等】
北村幹夫 西沢芳夫 土田良恵 近藤君子 柳瀬芳枝 松永敬一 友田和美
上嶋晃太
小料理なの花 SUNSMILEプロジェクト 岩根中学校生徒会
かずさファシリティサービス（株） 袖ケ浦市赤十字奉仕団 堂谷区 三久交通（有）
袖ケ浦地区更生保護女性会 細野農園 袖ケ浦市役所 袖ケ浦菜の花苑
（株）メディアサイトウ 長浦マンドリンアンサンブル デイサービスおとの里
健康麻雀あじさい 東京ドイツ村
匿名 11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）

（有）
保険工房 星野 光春
袖ケ浦ワークスリサイクル会
合 計

入選賞

奈良輪小学校 ４年生

時

金額
（円）

100,000
200,000
300,000

令和3年4月からの累計額は1,585,486円です。

これからもご協力
お願いいたします

