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フォロー、いいね
お願いします♪
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ボランティアの受付を行います。氏名・
住所・年齢・緊急連絡先などを受付用紙
に記入し、登録をします。
ボランティア活動保険未加入の方は、加
入手続きを行います。

ボランティアボランティア
受付受付

依頼のあった活動（ニーズ）の中から活
動したいニーズを選び、活動グループを
作ります。活動内容の確認やグループ
リーダーを決めるなど活動前のミーティ
ングを行います。

マッチングマッチング
活動前活動前

ミーティングミーティング

活動に必要な資機材を受取り、活動に
出発します。活動場所までの移動手段は、
災害規模などによりバスの運行や徒歩
など様々です。

資機材資機材

使用した資機材を返却し、活動内容の
報告などを行い、活動終了です。帰所帰所

現地で活動を行います。
こまめな休憩と水分補給など無理のな
い活動を心掛けましょう。

活動活動

災害ボランティアセンター災害ボランティアセンター（（災ボラ災ボラ））、ご存知ですか？、ご存知ですか？
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　災害時に被災地での災害ボランティア活動を円滑に
進めるための拠点で、関係機関との連絡調整、被災者か
らのニーズの把握やボランティアとのマッチング等を行
います。
　袖ケ浦市では、災害が発生した場合、袖ケ浦市地域防
災計画に基づき、袖ケ浦市災害対策本部の決定により
設置され、袖ケ浦市社会福祉協議会がさまざまな関係
団体の支援・協力を得て運営することになります。
　災害ボランティアセンターの運営は、多くの方々のご協
力のうえで行えるものです。もしもの時には、ボランティ
アの方々のご協力が必要不可欠となります。皆様のご協
力をお願いいたします。

自己完結

自己責任

被災地・被災者への配慮

　ボランティアに参加する場所やタイミングに
よって適した持ち物など準備は異なります。被
災地に迷惑が掛からないように準備しましょう。

　活動をするにあたって肉体的にも疲労がたま
り、集中力を欠くなど、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です。

　「被災者の抱えている苦しみを想像して寄
り添う姿勢」を忘れないようにしましょう。

　被災者といっても、その状況は一人ひとり違
います。それは、被災地に集まるボランティアも
同様です。他人の意見も一つの考えと認め、お
互いの多様性を尊重しながら活動することを心
掛けましょう。

災害ボランティア活動の心構え

災害ボランティアセンター活動の流れ

災害に備えて毎年、災害ボランティアセンター運営訓練を
行っています。

袖ケ浦市災害対策コーディネーター養成講座に協力し、災害
ボランティアセンターの周知活動を行っています。
また、災害ボランティアに関する講座を行っています。

運営訓練などの様子

運営訓練様子

養成講座様子

ボランティア活動を始めるにあたり、注
意事項などの説明を受けます。オリエンオリエン

テーションテーション

災害ボランティアセンターとは？

被災者の気持ちを
� 想像して寄り添う。

多様性の尊重
一人ひとりの違いを
� 認識し、大切にする

自分でできることは、
� 自分でやる。

健康管理を心掛け、
� がんばり過ぎない。
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募集職種　社会福祉協議会専任職員（正規職員）
募集人数　若干名
採用予定日　令和5年4月1日
受験資格　�平成5年4月2日以降に生まれ、社会福祉

主事任用資格（取得見込み可）及び普通自
動車運転免許（AT限定可）を有する方

受付期限　2月10日（金）まで
試 験 日　2月19日（日）
試験場所　袖ケ浦市社会福祉センター
▶�試験案内は袖ケ浦市社会福祉協議会事務局で配布
しています。
�（�社会福祉協議会のホームページからも ��
ダウンロードできます。）

募集職種　嘱託職員　　募集人数　1名
業務内容　�権利擁護業務（日常生活自立支援業務・法人後見業務等）
勤務時間　�月曜日〜金曜日　午前8時30分〜午後5時15分� �

（祝日・年末年始除く）
採用予定日　令和5年4月1日（雇用期間は1年間）
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� �
高齢者や障がいのある方への支援経験（社会福祉士、
社会福祉主事任用資格等の資格があれば尚可）

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164,100円+交通費+時間外手当）� �
（賞与2回　社会保険加入）

試験の方法　面接試験（3月7日予定）
申込方法　�市販の履歴書に記入し、2月24日（金）までに郵送又

は持参ください。

袖ケ浦市社会福祉協議会職員を募集袖ケ浦市社会福祉協議会職員を募集

　大地震などの災害が発生したときには、瓦礫（がれき）や土砂の撤去、救援物資の搬送、炊き出
し、清掃など、多岐にわたるボランティア活動が被災された方々の生活の手助けとなります。
　袖ケ浦市社会福祉協議会では、災害時に災害ボランティア活動を行う意欲のある個人又は団体
を登録する「袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度」を設け、いざというときに備えています。

　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のお知らせや各種情報を提
供します。

　袖ケ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボラン
ティアセンターの発信する情報等を確認し、災害ボラ
ンティア活動にご協力をお願いいたします。活動する
こととした場合は、当該ボランティアセンターで受付
するとともに、その指示に従って活動してください。

（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）
�登録用紙に必要事項をご記入のうえ、袖ケ浦市ボランティアセン
ターに提出して下さい。

（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することができます。
�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するこ
ともできます。

福祉体験講座は何のためにやるの？

活動内容（平時）

活動内容（災害時）

内 　 容：�車椅子体験・アイマスク体験
（視覚障がい者疑似体験）・
高齢者疑似体験を活用した
福祉教育

受講 料：無料
対 象者：�団体（学校・企業・自治会等）
その 他：�日時や場所は、ご相談下さい
申込み：地域支援係・地域福祉係

<令和4年度に実施した福祉体験講座の様子>

袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度

福祉体験講座を実施しています
社会福祉協議会（以下社協）では、小中
学校や自治会等の方を対象に福祉体験
講座を実施しています。

　福祉体験講座は、『○ふだんの○くらしの○しあわせ』をつ
くるための講座です。
　いろいろな方法で、車椅子に乗る人や目が見えない人、
お年寄りの疑似体験をして、ふだんと違う自分になり、い
ろいろなことに気づいてもらう学習です。いつもと違う自
分が『ふだんのくらし』をつらいと感じたりありがたいと
思ったりして、「こんなふうに感じるんだ。」「あの人はこう

思っているかも」など、いろいろ想像してみましょう。
　そして、助けたり、助けられたりの体
験をとおして、お互いのことがわかった
ら、みんなの『○ふだんの○くらしの○しあ
わせ』であふれる社会をつくるために、
自分にはどんなことができるかを考えて
みましょう。

<福祉体験講座申込先><福祉体験講座申込先>

問合せ:庶務係

<昭和小学校の様子><昭和小学校の様子><市主催講座内の様子><市主催講座内の様子>

車いす体験アイマスク体験（視覚障がい者疑似体験）
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　地域のボランティアの方と民生児童委員が協力し、現在29名が事業推進委員として活
動しています。
　最近二年間は新型コロナウイルスのために、多数の人が集まって行うような活動は休眠
状態でした。令和4年になってからようやく「ほっと一息サロン」を再開し、皆さんが家の外
に出ることの楽しさを再認識してもらっています（サロン専門部会）。敬老会ではコロナの
感染状況等を踏まえ小・中・高生徒による大人数の催しを止めて、小グループでの音楽・日舞・腹話術などを取り入れてコロ
ナ禍でもできる内容にして実施しました。ひとり暮らし高齢者等の交流を目的に日頃遠出することの少ない方に楽しんでも
らうためバスハイクを行いました。今年は鋸山美術館とザ・フィッシュでのお楽しみ昼食会でした。（高齢者専門部会）。
　一人暮らし高齢者・高齢ご夫婦の見守りも、皆さんが楽しみにされている手作り弁当が作れないという制約の中で工夫し
ながら継続しています。年末年始を明るく過ごせるように友愛訪問で心ばかりの品物もお配りしています（見守り訪問専門
部会）。
　事業推進委員の見識を向上させるため、今年度は国土交通省船橋防災センターで研修を行いました。地域福祉フェスタ
では根形地区社会福祉協議会の活動をパネル展示しました（研修専門部会）。
　ボランティア活動で地域に貢献したい方のご参加を期待しています。

　社会福祉協議会では、袖ケ浦市
から「成年後見制度利用促進体制
整備推進事業」の委託を受け、市
関係課と一体となり、「成年後見
制度の地域連携ネットワークの中
核機関」として、様々な取り組みを
行っています。
　令和4年12月1日（木）には、千
葉県社会福祉協議会が行っているアドバイザー派遣事業を活
用し、弁護士、司法書士、社会福祉士を迎え、袖ケ浦市の関
係課と勉強会を開催しました。
　専門家から、権利擁護支援の会議の運営、後見人等の支
援体制の構築、地域連携ネットワークの強化、体制整備と職
員のスキルアップなど様々な角度からアドバイスをいただくと
ともに、先進市の取り組みなどの情報提供を受け、大変有意
義な勉強会となりました。
　今後も、勉強会で学んだことを活かし、袖ケ浦市と緊密に
連携し、制度が必要な人に必要な支援が受けられるよう、市
民の皆様に寄り添う姿勢を大切に、制度の利用促進に取り
組んでいきます。
【問合せ】権利擁護係　直通（63-3891）　

　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
2月2日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

2月9日（木）
13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

2月16日（木） 
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

日　　時 会　　場
3月2日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

3月9日（木）
13時〜16時 ・市役所

3月16日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

3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

2月〜3月の心配ごと相談日

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！
根形地区根形地区

成年後見制度利用促進体制アドバイザー成年後見制度利用促進体制アドバイザー
派遣事業を活用し、袖ケ浦市と勉強会を派遣事業を活用し、袖ケ浦市と勉強会を
開催しました。開催しました。

高齢者の「特技を活かした活躍の場」の取り組みとして、
平岡・中富圏域協議体では、高齢者の作品を飲食店に置かせていただきました。

袖ケ浦市生活支援体制整備事業
 （袖ケ浦市合い活事業）

※�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

認め合い　道も心も　バリアフリー

差しのべる　その手が笑顔を　作り出す

根形小学校　6年生　伊藤　弥那

昭和小学校　4年生　平野　萌絵

優秀賞

入選賞

地域ぐるみ福祉推進標語

SCSC

中富地区在住中富地区在住
石木さんの作品石木さんの作品

寄付金は石木さんとお店のご意向で、社会寄付金は石木さんとお店のご意向で、社会
福祉協議会にご寄付いただきました。福祉協議会にご寄付いただきました。

居酒屋「なじみ」さん店内に取り組みの居酒屋「なじみ」さん店内に取り組みの
内容と寄付金箱を設置しました。内容と寄付金箱を設置しました。

32023年（令和5年）2月1日



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

松崎幸子　渡辺佳子　木村和子　中山力　西澤光　髙橋恵子　稲毛茂徳　髙橋光正　田村勲　濵口正義　松永敬一
上嶋晃太・駿太　土屋新治　渡邉陽平　山崎とよ子　前田健治　池田真治　西沢芳夫　友田和美　渡辺芳美
中村まさ子　増田よし子　河内清　柴田政博　片山英昭
SUNSMILEプロジェクト　袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　浜宿団地里山を歩く会　（有）渡辺産業　文具シマムラ
（株）メディアサイトウ　デイサービスおとの里　袖ケ浦市役所　袖ケ浦ふれあい　長浦マンドリンアンサンブル　
日産化学（株）袖ケ浦工場　シルバー寄合所「きらく」　yayoi流手技療法　信寿司　八ツ手G　袖ケ浦菜の花苑　
カトレアンホーム　臨海スポーツセンター　神納箕和田有志　長浦駅前５丁目自治会　健康麻雀あじさい　
百目木公園管理組合　ちいたの福王台　昭和中学校生徒会　根形中学校生徒会　セントケア袖ケ浦　（有）津田工務所
住友化学労働組合千葉支部　どんどん焼そばつるおか　高橋医院　椎の木グループ　東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地・
東京ガス労働組合生産支部袖ケ浦連絡会・東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地安全衛生協力会　かずさファミリティサービス（株）
ボーイスカウト袖ケ浦団　イトー鍼灸院・ストレッチ鍼灸　中央図書館　君津信用組合平川支店　GGさつき会　絲友会
匿名２７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
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11月16日〜令和5年1月15日分

*現在プルタブの回収は行っておりません

【寄付金】
団体・個人（順不同・敬称略）金額（円）
根形地区社会福祉
協議会 10,000

リメイク工房 5,000
花田　勝 10,000
三井化学サンアロイ
株式会社 20,000
住友化学労働組合
千葉支部 40,000

長浦さつき台長寿会 3,789
神納一区シニアクラブ 21,835
福王台福寿会 13,896
袖ケ浦公園管理組合 10,000
袖ケ浦公園管理組合 540

団体（順不同・敬称略）金額（円）
蔵波台つくも会 14,653
たちばな会 17,054
東京ガス株式会社
袖ケ浦ＬＮＧ基地 20,000

東京ガス株式会社
袖ケ浦ＬＮＧ基地
安全衛生協力会

30,000

坂戸神社 17,610
ちばアクアラインマラ
ソン袖ケ浦市実行委
員会

24,900

匿名7件 72,745
合計 332,022

【寄付品】
個人 寄付品

匿名 切手　12,684円

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

〇昭和中学校〇昭和中学校
　ペットボトルキャップ　ペットボトルキャップ……
�� 84.5kg84.5kg

〇〇住友化学労働組合 千葉支部住友化学労働組合 千葉支部
　ペットボトルキャップ　ペットボトルキャップ……
�� 100.4kg100.4kg

〇根形中学校〇根形中学校
　ペットボトルキャップ　ペットボトルキャップ……
�� 31.2kg31.2kg

〇東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地〇東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地
　 東京ガス労働組合　生産支部　 東京ガス労働組合　生産支部

袖ケ浦連絡会袖ケ浦連絡会
　 東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地　 東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地

安全衛生協力会安全衛生協力会
　　ペットボトルキャップ…118kgペットボトルキャップ…118kg
　　古切手…525g　ベルマーク…17枚古切手…525g　ベルマーク…17枚

収集ボランティア ご協力ありがとうございました。

「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
申込、問合せ：ボランティアセンター

開催日時：�3月11日（土）
　　　　　9時30分�開場　10時00分�開演
場　　所：�袖ケ浦市民会館　大ホール
内　　容：��袖ケ浦市ボランティア連絡協議会

会員による唄や踊り等の演芸披露
参 加 費：�500円/1枚
� �イベント収益の一部は、袖ケ浦市のボランティア

活動推進のため、袖ケ浦市社会福祉協議会に寄
付いたします。

主　　催：�袖ケ浦市ボランティア連絡協議会
後　　援：�社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会
問 合 せ：�ボランティアセンター
 <チケット販売>
　販売場所：袖ケ浦市ボランティアセンター
　販売時間：土・日・祝日を除く午前9時〜午後4時
　販売価格：500円/1枚
　※開催会場にて当日券の販売も行います。

「ほっとテレホンサービス」
利用者募集！！

第24回ボランティアチャリティーショー

「ほっとテレホンサービス」「ほっとテレホンサービス」
� 傾聴ボランティア募集！！� 傾聴ボランティア募集！！
　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おります！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： 水曜日10時〜12時� �

月1回程度の活動です。（利用者1人あ
たり1回、15分〜20分程度）

申込、問合せ：ボランティアセンター

　12月1日号に会員企業名を掲載しましたが、掲載後にご協
力を頂いた企業を随時掲載しています。地域福祉充実のため、
今後ともご支援をお願いいたします。
企業名 ミサキ訪問介護事業所

令和4年度法人会員

4 2023年（令和5年）2月1日


