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フォロー、いいね
お願いします♪

子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。

安心して
ご相談
ください

　袖ケ浦市では市内を4地区に分けて、96名（令和元年12月1日定数）の民生委員・児童委員が活動しています。
　昭和地区　民生委員・児童委員22名 主任児童委員2名
　蔵波地区　民生委員・児童委員23名 主任児童委員2名
　長浦地区　民生委員・児童委員15名 主任児童委員2名
　東部地区　民生委員・児童委員27名 主任児童委員3名
民生委員・児童委員は担当地区の住民の相談に応じます。
地区社会福祉協議会と連携し、地域住民の見守り活動等を行っています。
また、各種会議等で住民の地域福祉向上に向けた取り組みなどを検討しています。

民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

民生委員・児童委員には、法律による守秘義務があります。
相談内容が他の人に伝わることはありません。
※お住いの地区の民生委員と連絡をとりたい方は、事務局までご連絡ください。
袖ケ浦市民生委員児童委員協議会事務局　担当　地域福祉係

VOL.

233

主任児童委員は

袖ケ浦市の活動は
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民生委員・児童委員民生委員・児童委員 ですです
こんにちは

〜支えあう
　住みよい社会
　　 地域から〜

あなたのまちの相談相手

民生委員・児童委員は、
あなたの身近な相談相手として

相談内容に応じて
関係機関への「つなぎ役」に

なります
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ひとり暮らしでさみしい
高齢者二人で、
何かあった時に不安
身体やうつ・認知症
などが心配

最近、○○さんの姿を見かけない
○○さんの家に何日分も新聞がたまっている

○○さんが送りつけ商法の
被害にあっているみたい民生委員・児童委員

主任児童委員
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こんな［悩み］
           ありませんか

生活・健康の不安生活・健康の不安

生活費がない
子どもの進学費がない
定年退職後の生活費が不安

お金のこと

困っているけど、どこに相談
していいのか分からない…
介護保険は
どうやって使うの？

福祉サービスのこと福祉サービスのこと

ご近所で［気になる］
　　　　   　ことありませんか

ご近所のこと

○○さんの家の怒鳴り声と
子どもの泣き声がすごい…
○○さんの子どもが何日も

服を変えていない…
○○さんの年金が同居の親族に

使い込まれているみたい

虐待かも…

子育てのことで相談できる人がいない…
子育てがうまくいかなくて不安…

子どもをたたいてしまいそう
子どもが学校に行かなくなった…

子育てのこと



ペットボトルキャップ　2,225kg　／　使用済み切手　　18.065kg
ベルマーク　　　　　　3,274枚　　／　テレホンカード等　140枚

【収集ボランティア令和3年度実績　※皆様にお持ちいただいた収集品】

～令和３年度のボランティア活動実績などについて報告します。～

【令和３年度ボランティアセンター登録ボランティア活動実績】【令和３年度ボランティアセンター登録ボランティア活動実績】

　ボランティア活動について興味関心のある方、今後、ボラン
ティア活動を始めてみようと考えている方など、ボランティア
活動に関して聞いてみたいこと、相談したいことがありました
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。

① ボランティア活動についての相談受付
  ボランティアをお願いしたい方、施設等とボランティア活

動を行いたい方との連絡調整などを行うとともに、ボラ
ンティア活動にあたっての不安や疑問を感じている方な
どの相談をお受けしています。

② ボランティア情報の発信
  社協だより、社協ホームページなどを通じ、ボランティア

情報を発信しています。
③ ボランティア保険の受付
  ボランティア活動中などの事故等に備え、全国社会福祉

協議会のボランティア活動保険の受付をしています。
④ ボランティア養成講座の開催
  小・中・高校生等を対象とした「夏休みボランティア講座」

や「音訳ボランティア講座」など、ボランティア活動を始め
るにあたってのきっかけづくり、スキルアップ等を目的に
行っています。

⑤ ボランティアグループの支援
  グループ同士の情報交換やボランティア活動に関する情

報提供を行っています。

　手指の形・位置・動きや顔の表情などをもちいて行う手
話ですが、聴覚に障がいをお持ちの方などとコミュニケー
ションをとる時などに使われます。
　当日は、市内でボランティアグループとして活動をされて
いる「手話ダンス虹」の方々にご協力をいただき、手話をみ
んなで楽しく学びたいと思います!!
　親子でのご参加も大歓迎です!!お気軽にお申し込み下 
さい!
　皆様からのお申し込みを心からお待ち申し上げております。
日　程：8月18日（木）10時～11時  ※受付開始9時45分～
会　場：袖ケ浦市社会福祉センター
対象者：市内在住の小中高校生
　　　（小学校3年生以下は保護者同伴）
定　員：10名（先着順）　　受講料：無料
持ち物：筆記用具　　申込締切：8月12日（金）
その他：当日は、マスク着用でご参加ください。
また、当日、体調不良の方や受付において体温測定をした
際に熱があると職員が判断した方につきましては、ご参加
をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
 ［問合せ・申込先］ボランティアセンター　☎︎0438-63-3988

昨年度、コロナで中止になってしまった
夏休みボランティア講座を開催！！

社会福祉施設などでの通常活動ボランティア
合計275名
（活動内容）
・花壇の整備　・施設でのお手伝い
・お話し相手　など

袖ケ浦市社会福祉協議会での事業
合計710名
（活動内容）
・移送サービス（運転・付添いボランティア） ・広報紙の音訳
・ほっとテレホン　・ペットボトルキャップなどの収集品整理　など

社会福祉施設などでのイベントボランティア
合計1名
（活動内容）
・戦没者追悼式のお手伝い

☆個人ボランティア　231名　☆ボランティアグループ　59団体　1,072名
合計ボランティア登録者数1,303名　※個人、グループの両方に登録している方含みます。

ボランティアセンター「ボランティア登録数」（令和4年3月31日現在）

ボランティアの皆さんいつもありがとうございます。ボランティアの皆さんいつもありがとうございます。

ご協力ありがとうございました。
本年度もご協力よろしくお願いいたします。

【夏休みボランティア講座】【夏休みボランティア講座】
音楽にあわせて手話を体験してみよう!!音楽にあわせて手話を体験してみよう!!
〜手話の基本を楽しく学ぼう〜〜手話の基本を楽しく学ぼう〜

ボランティアセンターでは、
　　　　　　　以下の活動を行っています。
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　コロナがまだ猛威を振るっていますが、まん延防止等重点処置の終了とともに、長浦地区でも社協活動を全面的
に再開することになりました。見守り訪問活動（月1回の訪問活動）、お花見会（4月8日（金）大多喜城19名参加）、
サロン（5月11日（水）浜団18名参加）、広報部（なぎさ通信発行）はスタートしています。　　
　サロンは年21回を予定しています。その他、なごやか交流会（工作、
ゲーム、芋掘り、焼き芋等）、又、敬老会も方法（現在検討中）を変えて
実施する予定です。
　今後、直ぐにコロナが収まるとは思えませんが、十分換気をし、マスク、
手洗い等徹底しながら、スタッフ全員頑張ります。

　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。

日　　時 会　　場

6月2日（木）
 13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

6月9日（木）
 13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

6月16日（木）
 13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

6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

日　　時 会　　場

7月7日（木）
 13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

7月14日（木）
 13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

7月21日（木）
 13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

7月28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

６月～7月の心配ごと相談日

※ 受付は15時30分までです。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ください。
［問合せ］地域福祉係

幸せは　家族の笑顔と　笑い声

差し出す手　そのやさしさ　金メダル
蔵波小学校　５年生　北億　結菜

根形小学校　５年生　廣瀬　夢叶

入選賞地域ぐるみ福祉推進標語

応募資格 ①年齢20歳以上（令和4年4月現在）
 ②資格・経験不問
 ③基礎研修講座と宿泊研修に出席できること
研修期間 令和4年10月26日～令和6年2月7日
受 講 料 有料
応募開始 5月9日（月）
申込締切 9月9日（金）当日消印有効（応募用紙あり）
応募面接 10月2日（日）
 ［問合せ・申込先］社会福祉法人千葉いのちの電話事務局
　　　　　　　（月曜～金曜9時～17時）☎︎043-222-4416

　社会福祉協議会では、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「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を募集しています！
　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。
［活動時間］　 毎週水曜日10時～12時
 （利用者1人あたり1回、15分程度）
 ［問合せ・申込先］　ボランティアセンター　☎︎ 0438-63-3988

※学年は、第13回地域福祉フェスタ（令和3年度）時のものです。

心配ごと相談所のご案内

社会福祉法人　千葉いのちの電話
第3４期ボランティア相談員募集

「ほっとテレホンサービス」
傾聴ボランティアの募集！！

　フードバンクとは、「食料銀行」を意味する社会福祉活
動で、まだ食べられるのに賞味期限が近いなどの理由で流
通できない食品や家庭に眠っている食品を寄付していただ
き、食べ物に困っている人へ届ける活動のことを言います。

フードバンクちば<食品寄付>に
ご協力をお願いします。

受付出来る物（例） 受付出来ない物（例）
米、パスタ、乾物、缶詰、
レトルト食品、飲料など

冷蔵・冷凍食品、生物、青果
アルコールなど

※常温で保存が可能な物
賞味期限が受付日から２ヵ月
以上ある物

※開封や破損等で中身が出てい
る物
賞味期限が受付日から２ヵ月未
満の物など

期　間：5月16日（月）〜6月30日（木）※土日祝日を除く
 9時～17時
窓　口：袖ケ浦市社会福祉協議会
 袖ケ浦市役所地域福祉課
 ながうら健康福祉支援室
 ひらかわ健康福祉支援室

社会福祉協議会の紹介！長浦地区長浦地区
地区社協特集
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あなたあなたもも成年後見制度成年後見制度についてについて学んでみませんか？学んでみませんか？

石渡美紀子　榎本結梨乃　榎本莉乃絆　友田和美　髙橋光正　小川雅子　田中雪夫　今関しげ子　
上嶋駿太　河内清　在原新造　鈴木恒久　柳瀬芳枝　松永敬一　西沢芳夫　中山力　星野
山本雅子　片山英昭　松本一二三　渡邉惠子　田中多恵子　石渡榮　北村幹夫　櫻山紀子
上嶋晃太　土屋新治　感王寺敏子　松崎幸子　田中寿美子
蔵波中学校広報委員会　SUNSMILEプロジェクト　池田農園　袖ケ浦市役所
長浦マンドリンアンサンブル　yayoi流手技療法　日産化学(株)袖ケ浦工場　根形小学校
デイサービスおとの里　奈良輪小学校　GGさつき会　富友会　(株)メディアサイトウ
袖ケ浦菜の花苑　神納箕和田有志　堂谷区　袖ケ浦地区更生保護女性会　袖ケ浦ふれあい
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　平川公民館　ケアセンターさつき　セントケア看護小規模袖ケ浦　
君津信用組合平川支店　東京ドイツ村　健康麻雀あじさい　袖ケ浦市商工会　チヨダウーテ㈱
かずさファミリティサービス㈱　八ツ手G　シルバー寄合所「きらく」　百目木公園
健康麻雀あじさい　中央図書館　関自動車　
匿名27名

第1部　14時～15時40分
　 ・講演会 市民のための成年後見制度講演会
　　　　　　「知って安心 成年後見制度」
 講師：弁護士　渡邉秀孝
　 ・座談会 弁護士　渡邉秀孝　
 ぱあとなあ千葉　社会福祉士　梶原幸夫
 社会福祉協議会職員

第2部　15時45分～16時15分
 ・市民後見人養成講座事前説明会
 ※ 第2部は、8月10日（水）13時30分～袖ケ

浦市社会福祉センター大会議室でも行い
ます。8月6日（土）に参加できない方は、 
8月10日（水）にご参加ください。

〇対 象 者　市民
※第2部の市民後見人養成講座事前説明会の対象者は以下のとおりです。
（1）袖ケ浦市内にお住まいの方
（2）年齢18歳～70歳未満の方（令和4年4月1日現在）
（3）原則として全ての講座を受講できる見込みのある方
（4）講座修了後、「市民後見そでがうら」に登録し、活動を希望する方
〇場　　所：長浦おかのうえ図書館視聴覚室
〇申込締切：8月1日（月）
〇参 加 費：無料　定員（講演会）40名
※応募者多数の場合は、事前説明会申込者が優先となります。
〇申込方法：電話・FAX・E-mailで事前にお申し込みください。
 ［問合せ・申込先］権利擁護係　☎︎ 0438-63-3891　FAX 0438-63-8777　E-mail  sodeshakyo-kouken@basil.ocn.ne.jp

〇事前説明会を開催します！（要予約）

第１回 袖ケ浦市市民後見人養成講座 受講生募集！！

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3月16日〜5月15日

*現在プルタブの回収は行っておりません

【寄付品】

【寄付金】
個人・団体（順不同・敬称略） 金額（円）

佐藤　美惠子 10,526
三井化学労働組合 10,000
袖ケ浦市土地改良連合協議会 7,030
匿名 265

合　計 27,821

団体（敬称略） 寄付品

X-ELIO Japan ソーラーパネル付き
発電機　3台

「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。　問合せ　地域支援係

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能
力が十分でない方の権利と財産を守り、ご本人の意
思を尊重した生活を支援する制度です。この制度に
おいてご本人を支援してくれる人を「成年後見人（市
民後見人）」等と呼びます。

成年後見制度とは
家庭裁判所から選任された市民の方（親族や専門職
以外）が、成年後見制度の担い手として活動を行いま
す。市民後見人は、所定の養成講座を受け、成年後見
制度に関する一定の知識や技術·姿勢を身につけ、後
見活動に取り組みます。

市民後見人とは

〇日程：8月6日（土） 〇受付時間：13時30分～
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