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フォロー、いいね
お願いします♪

　今年も10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が
実施されます。
　「困ったときはお互いさま」の精神からはじまった赤い羽
根共同募金。こんな時だからこそ、じぶんの町を良くするため
に、困っている人たちを支えるために、「つながりをたやさな
い社会づくり」を目指して活動を続けています。自治会や職場、
学校などを通じてご協力いただいた募金は、福祉の推進など
じぶんの町を良くするために使われます。
　ご協力いただいた募金の使途については、赤い羽根データ
ベース『はねっと』で公開しています。

『はねっと』【http://www.akaihane.or.jp】 
皆様の温かいご協力をよろしくお願い致します。

　8月6日（土）、10日（水）に『市民のための成年後見制度講演会』と『袖ケ
浦市市民後見人養成講座事前説明会』を開催し、多くの方が参加されました。
　成年後見制度講演会では、渡邉秀孝弁護士、梶原幸夫社会福祉士の協力の
もと、講演会や座談会を実施し、成年後見制度概要や実例などを話して頂き、
必要性を知って頂くことが出来ました。
　また、市民後見人養成講座事前説明会は、「市民後見人の大切さ」や「支援
者の重要性」など参加者からお声をいただき、市民後見人が不可欠な存在だ
と理解して頂きました。説明会終了後に養成講座の申込みをされて、書類審
査・面接審査を終え、17名の方が第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座を受講
することが決まりました。
　講演会・説明会・養成講座へのお申込・ご参加ありがとうございました。

クリアファイルは500円以上の
募金をされた方へプレゼントい
たします。
詳細はお問合せ下さい。
※各種限定3枚
�（初音ミク4種類）
 【問合せ】庶務係�
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赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。

ククリリアアフファァイイルル募募金金（限定クリアファイル）（限定クリアファイル）

＊�新型コロナウイルス感染状況により中止させてい
ただく可能性があります。ご了承ください。

街頭募金活動日
日 付 予 定 時 間 場 所
10月1日（土）10時30分〜11時30分 イオン長浦店

10月3日（月）
7時〜8時 JR 袖ケ浦駅
7時〜8時 JR 長浦駅

QRコードからも募金がQRコードからも募金が
出来ます。出来ます。

じじぶぶんんのの町町をを良良くくすするるししくくみ。み。
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10月から
始まります

講演時の様子　講師講演時の様子　講師
（左：渡邉弁護士、右：梶原社会福祉士）（左：渡邉弁護士、右：梶原社会福祉士）

説明会時の様子説明会時の様子

市民のための成年後見制度講演会

を開催しました！「第１回袖ケ浦市市民後見人養成講座事前説明会」
「市民のための成年後見制度講演会」と
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日　時　11月20日（日）9時30分〜12時30分�
　　　 （表彰式典受付開始9時）（フェスタ受付開始10時）
場　所　袖ケ浦市民会館　大ホール
内　容　 9時30分〜　袖ケ浦市社会福祉協議会表彰式典
　　　　10時30分〜　団体発表（蔵波中学校音楽部、袖ヶ浦高校吹奏楽部）
　　　　11時25分〜　講演会
　　　　　　　　　　　テーマ「住民が主役の地域づくり」　講��師：東洋大学社会福祉学部　教授�加山�弾�氏
＊�新型コロナウイルス感染状況により中止させていただく可能性があります。ご了承ください。

　歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として
「つながり�ささえあう�みんなの地域づくり」をスローガ
ンに、地域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会
福祉関係者の協力を得て実施しています。袖ケ浦市では、
生活困難世帯・ひとり親世帯を支援します。
生活困難世帯たすけあい見舞金
　歳末たすけあい募金配分会議にて生活困難と認められ
た世帯に見舞金を支給します。※申請書に生活状況をご
記入頂きますので、ご了承ください。
申請方法　�ご本人からの申請が必要です。詳細は、問合

せ先にご連絡ください。
申請期限　11月7日（月）
ひとり親世帯たすけあい見舞金
　ひとり親世帯は、児童扶養手当を受給している世帯�
です。
申請方法　�対象の方に届く児童扶養手当証書に、「たす

けあい見舞金」の申請書等を同封しますので、
案内をご確認頂き、申請してください。

申請期限　11月7日(月)
▶�対象と思われる世帯で、申請書類が届かない場合は、
問合せください。

 【問合せ】地域福祉係

対　象�　市内に住所を有する以下の団体・個人
　　　　例：高齢者、子育て世帯などを支援する団体�
　　　　　 （NPO等）
� 障がいのある方等の当事者団体
� 助成対象となる事業を行おうとする市民の�
� 方（個人）など
　※�既に共同募金配分金による助成を受けている団体は
対象外となります。

対象事業　　下記のすべてに該当する事業
　　　　　　①�令和4年12月1日〜令和5年1月31日の期

間内に市内で実施する事業
� ②�高齢者や障がい者、生活困窮者、子育て

世帯を支援し、住民の理解を広げる事業�
�または自らが抱える課題の解決に向けて
活動する事業

� ③参加者を広く一般に募集する事業
� ④�政治・宗教活動・営利を目的としていな

い事業
助成額　1万円〜3万円（参加人数により異なります）
申請期限　11月7日（月）
 【問合せ】地域福祉係

　今年度は大ホールホワイエにて蔵波小学校の児童、市内福祉関係団体が作成した福祉に関する掲示物の掲
示を行います。
　また、屋外では市内福祉関係団体による物品販売、スナッグゴルフ、たけぽっくりといったアクティブゾーン
もありますので是非お越しください。

袖ケ浦市地域福祉フェスタ袖ケ浦市地域福祉フェスタ

　市内の福祉関係団体等の活動や福祉に関する情報
などを掲示します。
　コロナ禍だからこそ、掲示物を通
して福祉について皆さんに伝えたい!
知ってほしいことがあります!ぜひ、
ご覧ください!

　市内の社会福祉施設が出店し、パン
や洋菓子、手工芸品などの販売を市民
会館駐車場で行います!
　どんなものが当日店頭に並ぶかはお
たのしみ♡ぜひこの機会にお立ち寄り
ください!!

※ 当日はコロナ感染予防対策として受付にて氏名、ご連絡先等をご記入していただきます。

～歳末たすけあい事業　住民参加による
地域福祉活動を支援します～

～歳末たすけあい見舞金の申請を
受け付けます～

第14回

市内の福祉関係団体、蔵波小が
作成した掲示物

市民会館駐車場において市内社会
福祉施設による物品の販売
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　ここ2年間ほどコロナ禍の中で、他の地区社会福祉協議会同様、ほとんどの事業
が中止になりました。現在は第7波の感染状況が心配されているところですが、行動
制限がかかっていない状況のなかでも、十分な感染対策を前提として、事業実施に
向けて準備を進めているところです。今年度は感染状況を考慮しながら、現在のと
ころ以下の事業が開催されました。
　6月2日には成蔵公民館で持ち回りのサロンを開催しました。保健師さん指導に
よる軽い体操のあと、参加者との間にビニールの仕切りを設けて、ボランティアによ
る「昭和歌謡ショー」が行われました。茶話会は行わず、参加者にはサロン部会のスタッフが用意した「お菓子の詰め合わ
せ袋」を持ち帰ってもらいました。
　6月15日には、袖ケ浦公園で「お花見会」が開催されました。例年はお花見の後、参加者とボランティア交えて会食をし
ていましたが、新型コロナ感染予防のため、見守り訪問事業部会の皆さん手作りの弁当を解散時に配布するという形に
なりました。

　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

10月6日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

10月13日（木）
13時〜16時

・市役所 
・長浦行政センター

10月20日（木）
13時〜16時

・市役所 
・平川行政センター

10月27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

11月10日（木）
13時〜16時 ・平川行政センター

11月17日（木）
13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

11月24日（木）
13時〜16時

・市役所 
・平川行政センター

10月〜11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

「大丈夫？」　その一言で　ほら笑顔

あなたの手　だれかの助けに　きっとなる

長浦小学校　6年生　谷田部　恭侑

蔵波小学校　6年生　田上　心彩

入選賞地域ぐるみ福祉推進標語

　高齢者の「住み慣れた地域で安心して暮らし続けたい」という
気持ちに市内5圏域の第2層協議体が地域のみなさんと共に取り
組んでいます。

いきがい・助け合いサミットin東京
� ポスターセッション出展

　活動の様子を紹介し
た作品は、公益財団法
人さわやか福祉財団の
HPで11月頃公開予定
です。（https：//www.
sawayakazaidan.or.jp）

高齢者にやさしいお店などを紹介した「袖ケ浦市おたすけ手帳」の情報を募集中！

※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

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
中富地区中富地区

　フードバンクは、まだ食べることが出来るのに、さまざまな
理由で破棄されてしまう食品をお預かりし、食品を必要とし
ている世帯や施設、地域福祉活動などで役立てて頂く活動を
行っています。社会福祉協議会では、下記の日程で食品の募
集を行います。
　ご寄付いただける食品がございましたら、ご協力をお願い
いたします。

フードバンク<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：9月20日（火）〜10月31日（月）※土日祝日を除く
� �8時30分〜17時15分
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

5/6 移動支援交流会5/6 移動支援交流会 8/3安全運転講習会8/3安全運転講習会
（Zoom）（Zoom）

8/4 訪問助け合い8/4 訪問助け合い
活動講座活動講座

9/1、2

 【問合せ】�地域福祉係

袖ケ浦市生活支援体制整備事業（袖ケ浦市合い活事業）

お知らせ
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日　時：12月15日（木）　14時〜15時45分
場　所：長浦おかのうえ図書館　視聴覚室
内　容：�東京2020オリンピック・パラリンピックのボラ

ンティア活動から学ぼう！
講　師：千葉県環境生活部県民生活課職員
対象者：�市内在住、在勤でボランティア活動に興味のあ

る方
� �市内で活動している個人ボランティア・ボラン

ティアグループで活動している方
� �袖ケ浦市ボランティア連絡協議会加盟団体で

活動している方
定　員：40名（先着順）　受講料：無料
その他：マスク着用でのご参加をお願い致します。
締　切：12月2日（金）
 【申込・問合せ】ボランティアセンター

日　時：11月4日（金）・11日（金）・25日（金）・
� �12月2日（金）�全4回　10時〜12時
� ※�ただし、11月25日（金）は、録音体験を実施す

る為、人数によっては、午後までになる可能性
があります。

場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
内　容：音訳に関する基礎知識及び技術について
� �音訳体験（実際に広報そでがうらの音訳を体験�

�していただきます。）
対象者：�音訳ボランティアに興味関心があり、受講後活

動の意思がある方
定　員：10名（先着順）　受講料：無料　持ち物：筆記用具
その他：マスク着用でのご参加をお願い致します。
締　切：10月26日（水）
 【申込・問合せ】ボランティアセンター

　この講座は、東京2020オリンピック・パラリンピッ
クのボランティア活動からボランティアの意義を理解
し、ボランティア活動の気付き
に繋げることで今後のボラン
ティア活動を意欲的に取り組
むきっかけとすることを目的に
開催します。

音訳ボランティアとは…
　視覚に障がいのある方のために、活字で書かれてい
る書籍や雑誌、広報紙、新聞などの内容を音声にして
伝える「ボランティア」です。
　入門講座では、音訳に関する基礎知識、技術を学ん
でいただくとともにふだん体験することのできない、音
訳の体験も行いますので、ぜひ、この機会に講座を受
講してみませんか？
　皆様のご参加をお待ちしております！！

袖ケ浦市ボランティアセンター
（社会福祉協議会内）
☎0438ｰ63ｰ3988（直通）
FAX 0438ｰ63ｰ0825

ああ
まま
つつ
れれボランティア

千葉泰河　友田和美　髙橋佳代子　松永敬一　渡辺芳美　松井公夫　
片山英昭　北村幹夫　齊藤真理子　松本豊子　石渡美紀子
増田よし子　小坂井直美　上嶋晃太・駿太　緒方松江　櫻山紀子
千葉奏音　木村和子　角田文江　柳瀬芳枝　進藤和子　小倉信行
小川雅子　感王寺敏子　土田晃誠　小助川開光
堂谷区　袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　関自動車　㈲渡辺産業
NPO法人ぽぴあ　袖ケ浦市役所　千葉県袖ケ浦福祉センター
長浦駅前５丁目自治会　SUNSMILEプロジェクト
デイサービスおとの里　広栄化学株式会社・広栄化学労働組合
日産化学㈱袖ケ浦工場　㈱エバタケ　臨海スポーツセンター
ガウランド　かずさファシリティサービス㈱　健康麻雀あじさい
八ツ手G　袖ケ浦市赤十字奉仕団　神納箕和田有志
百目木公園管理組合　長浦マンドリンアンサンブル
NPO法人子どもるーぷ袖ケ浦　住友化学労働組合千葉支部
GGさつき会　㈱メディアサイトウ　東京ドイツ村
イトー鍼灸院・イトー整骨院・ストレッチ鍼灸院　袖ケ浦公園管理組合
長浦公民館　袖ケ浦地区更生保護女性会　手話サークル「めだかの会」
平川公民館　細野農園　蔵波台若草東自治会
匿名２4名

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

収集ボランティア
ご協力ありがとうございました。

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7月16日〜9月15日

*現在プルタブの回収は行っておりません

【寄付金】
団体（順不同・敬称略） 金額（円）

広栄化学株式会社
広栄化学労働組合 30,000

匿名（1件） 335
合　計 30,335

「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）

これからもご協力
お願いいたします

参加者募集 !!参加者募集 !!

〇広栄化学株式会社〇広栄化学株式会社
　広栄化学労働組合　広栄化学労働組合
　　ペットボトルキャップ…96kgペットボトルキャップ…96kg
　古切手…800g　古切手…800g
　ベルマーク…56枚　ベルマーク…56枚
　　TDLチケット・プリペイドカードTDLチケット・プリペイドカード
� …� …10枚10枚

〇住友化学労働組合　千葉支部〇住友化学労働組合　千葉支部
　　ペットボトルキャップ…120.5kgペットボトルキャップ…120.5kg

ゆりりぃのボランティア
講座を開催します！！

音訳ボランティア
入門講座を開催します!!
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