
社福もばら No.101

❽ ❶この広報誌は、皆様からの会費と共同募金の配分金によって年4回（5・7・10・2月）発行しています。

□社会福祉法人　茂原市社会福祉協議会
〒297-0022茂原市町保13-20 （茂原市総合市民センター内）

代表☎ 0475（23）1969　FAX 0475（23）6538
E-mail:info@mobara-shakyo.or.jp

□茂原市ボランティアセンター
□在宅サービスセンター 
　（居宅介護・訪問介護事業所）
□もばら広域後見支援センター

E-mail:fukushi@mobara-shakyo.or.jp　
E-mail:kaigo@mobara-shakyo.or.jp　 
FAX 0475（23）7444　　　　　　
☎0475（23）4333　FAX 0475（23）6606

【業務日】月曜日～金曜日 8：30～17：15
【定休日】土、日曜日、祝日及び休日、年末年始
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社協活動は、みなさまの会費によって支えられています。

※総合市民センター及び各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

検 索茂原市社協ホームページ

　総合市民センター・二宮・五郷・豊田・東郷福祉センターの児童センターでは、子育て中の皆さんが、安心
して子育てができるよう、児童厚生員が悩みを聞いたり、情報交換の場を提供しています。また、手遊び
や体操、絵本の読み聞かせも行っています。自由参加なので遊びに来てみませんか？子育ての輪を広げ、
みんなで楽しみましょう！
　２～３歳児対象の「親子で遊ぶ会」や小学生対象の楽しい教室もありますので、お気軽にお問い合せください。

社 協 情 報 コ ー ナ ー
在宅福祉サービス

茂原市内にお住まいで、ご自宅で生活をしている方が対象です。

見守りネットワーク事業（食事サービス）

安否の確認を行いながら、手作りのお弁当をお届けします。
【対象】 虚弱なひとり暮らしの70歳以上の高齢者や
 障がいのある方、高齢者夫婦世帯など

【内容】 月３回（７・８月を除く）、1食100円を負担

紙おむつの支給
介護者の負担を軽減するため、紙おむつを無料で配達します。

【対象】 半年以上、寝たきりの高齢者や
 障がいのある方（児童可）

【内容】年３回（６・10・2月）、年間120～150枚程度

訪問理髪サービス
介護者の負担を軽減するため、訪問による
理髪サービスを行い、料金の一部を助成します。

【対象】 半年以上、寝たきりの高齢者や
 障がいのある方（児童可）

介護サービス
指定事業所として、介護全般の相談、
高齢者や障がい者の在宅生活を支援しています。
■居宅介護支援事業（ケアプランの作成）
■訪問介護事業（ホームヘルパーの派遣）

相談日・相談内容

福祉作業所あゆみの家

【お問い合わせ】 あゆみの家　☎２４-９１３５

●利用者の方と一緒に作業をしてくれるボランティアの方を募集します。
　月曜から金曜までで、9:00から15:30の間でお手伝いしてくれる方。
　（詳細については、あゆみの家までご連絡ください。）

●就労が困難な方、日中活動の場を
　お探しの方、ご相談ください。
　［対象者］ 市内にお住まいで、三障がい（身体・知的・精神）いずれかの
 手帳をお持ちの方（市外の場合は、ご相談ください。）

●就労が困難な方、日中活動の場を
　お探しの方、ご相談ください。
　［対象者］ 市内にお住まいで、三障がい（身体・知的・精神）いずれかの
 手帳をお持ちの方（市外の場合は、ご相談ください。）

ご家庭に眠っていませんか？

こどもと楽しみたい！こどもと楽しみたい！

ぴよぴよ

にこにこ

いっぱい友達を作っちゃおう！いっぱい友達を作っちゃおう！

二宮福祉センター
☎26-3740
月１回 月
全９回

10：00～11：30
にこにこ

（0～2歳）

東郷福祉センター 
☎25-5882

第1・3火曜日

10：30～11：30
プーさんベビー

（0～2歳）

豊田福祉センター
☎26-1105

第2・4火曜日

10：00～11：30
ママとあんよ

（0～2歳）

総合市民センター
☎24-9511

第1・3木曜日
第2・4金曜日

10：00～11：30
ありんこルーム

（0～4歳）

毎週火曜日

13：30～15：00
ぴよぴよ

（0～2歳）
※詳しい活動日は、各福祉センターにお問い合せ下さい。

福祉センターに遊びにおいでよ!!福祉センターに遊びにおいでよ!!

❶ KODOMO’Sキッチン1
［日　時］ 8月8日木 9：30～12：30
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 20名
［費　用］ 600円 ［内　容］ 料理作り

❷ KODOMO’Sキッチン2
［日　時］ 8月9日金 10：00～12：00
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 16名
［費　用］ 500円 ［内　容］ お菓子作り

サマーチャレンジ教室
総合市民センター（☎24-9511）

豊岡福祉センター（☎34-8321）

東郷福祉センター（☎25-5882）

五郷福祉センター（☎25-7880）

❸ 郊外研修
［日　時］ 8月21日水 9：00～16：00
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 30名
［費　用］ 250円 ［内　容］ 現代産業科学館（市川市）
❹ ハッピー・フラワーアレンジメント

［日　時］ 8月29日木 10：00～12：00　　　
［対　象］ 市内在住の4歳～小学生 ［定　員］ 25名（小学生未満は保護者同伴）
［費　用］ 600円 ［内　容］ 楽しく体験！ フラワーアレンジメント

❶・❷・❸・❹とも、受付日は7月21日日 9：00～。同時申し込みは1人2つまでになり、申し込み順となります。費用を添えてお申し込みください。

夏休みこども映画会
［日　時］ 8月3日土15：00～16：00　
［対　象］ 市内在住幼児～小学生 ［費　用］ 無料　　
［内　容］ 上映作品①ミッキーマウス
 　　　　②こぎつねの交通安全
 　　　　③ちびまる子ちゃん ヨッちゃんの引越し
豊岡福祉センター作品展

［日　時］ 9月14日土～16日月・㊗ 8：30～17：00（16日は、15：00まで）
［内　容］ 定期利用グループの活動の成果を展示
 （筆ペン、パッチワーク、書道、生け花、パソコン、俳画、
 アートクレイクラフト、盆栽など）

おたのしみ会
［日　時］ 8月22日木10：00～13：00
［対　象］ 市内在住の5歳～小学生 ［定　員］ 20名
［費　用］ 500円（受付時にご持参ください）
［内　容］ ゲーム遊び、おにぎり作り、映写会 他
［受　付］ 7月6日土 8：30～　申し込み順

ビーズクラフト教室
［日　時］ 7月25日木 9：30～11：30
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 15人
［費　用］ 500円（受付時にご持参下さい） ［内　容］ ビーズを使った小物作り
［受　付］ 7月6日土 8：30～申し込み順

サマーカーニバル（共催：東郷地区自治会連合会）
［日　時］ 7月14日日 13：00～
［内　容］ 焼きそば・焼き鳥・フランクフルト・綿菓子・かき氷
 ジュース・ビンゴゲーム等 
クラフトバンドで作ろう！！
［日　時］7月31日水 10：00～12：00
［対　象］ 市内小学生
［定　員］ 30人
［費　用］ 500円（受付時にご持参ください）
［内　容］ クラフトバンドで作る
 ねずみの小物入れ

［受　付］ 7月6日土 9：00～ 申し込み順

夏休みわくわく工作
［日　時］ 8月6日火 9：30～11：30
［対　象］ 市内小学生 ［定　員］ 20人
［費　用］ 400円（受付時にご持参ください）
［受　付］ 7月6日土 9：00～ 申し込み順 

ディキャンプ
［日　時］ 8月20日火 13：30～18：30
［対　象］ 市内小学生 ［定　員］ 30人
［費　用］ 500円と米1合
 （受付時にご持参ください）

［内　容］ 簡単な野外調理
［受　付］ 7月6日土 9：00～ 申し込み順

お菓子作り教室
［日　時］ 9月26日木・11月17日日
 9：30～13：00

［対　象］ 市内在住一般
［定　員］ 各日16名
［費　用］ 800円程度
 （受付時にご持参ください）

［受　付］ 9月4日水 9：00～ 申し込み順
 （各日ごとの受付になります。）

夏休みは
楽しいイベントが
いっぱい！

夏休みは
楽しいイベントが
いっぱい！

●子ども用防災頭巾は、学童クラブにて使われます。
●毛糸は、「すずらんの会」により、ひざ掛けとして
　編まれ、一人暮らしの高齢者や、市内福祉施設などに
　届けています。

●毎週水曜日／９：００～１５：００
●総合市民センター　３階　相談室

●認知症高齢者や障がいのある方へ、日常的な金銭管理、
　福祉サービスの利用援助に関する相談（執務時間内）
　【お問い合わせ】 もばら広域後見支援センター

心配ごと
相  談

●７／２４ ・ ８／２８ ・ ９／２５
　１３：００～１６：００（予約制）
●総合市民センター　２階　会議室

無料法律
相  談

●9／２７　10：００～１５：００
●総合市民センター　３階　相談室

ボランティア
相  談

●毎週火 ・ 水 ・ 金曜日　１３：００～１６：００
●総合市民センター　１階　生活相談室健康相談

金銭管理等に
関する相談

※市の健康診断期間中は、お休みします。

募集

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

■業務内容 児童（小学校低学年）の保育
■募集要件 体力に自信のある方
■雇用期間 平成２５年７月２０日土～同年８月３１日土
■勤務日時 月曜～土曜　７：４５～１９：0０のうち、
 １日６時間程度、週３日以上勤務可能な方

学 童 保 育
臨時指導員

（パート）

学 童 保 育
臨時指導員

（パート）

急
募

■給　　料 時給８５０円
■勤 務 地 総合市民センター、
 東郷・二宮福祉センターのいずれか
■募集人数 各若干名
■選考内容 書類選考及び面接
■面 接 日 ７月５日金

子ども用防災頭巾・毛糸を探しています
中古のものでも構いません。ご寄付をお願いいたします。

【受付窓口】 当協議会(総務課)、各福祉センター

寄 付 の
使われ方

七夕まつり飾り制作に
ご協力をお願いたします！

７月７日日まで

飲み終わったペットボトル（いろはすなどの潰しやすいもの）

募集期日

募集物品

当協議会、各福祉センター窓口募集場所

※作品は七夕まつり期間中、榎町商店街に展示いたします。

当協議会では、今年も茂原市七夕まつり飾りに
参加いたします！ 今年は潰しやすいペットボトルを使って、
ペットボトルアートを制作しますので、ご寄付をお願いいたします。

夏期休業中の児童をお預かりするにあたり、
臨時指導員を募集します。

社福もばら
2013.7.1

茂原市社協マスコット「ふくぞう」茂原市社協マスコット「ふくぞう」編集と発行 社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会 No.101

社会福祉協議会では、
東日本大震災による被災地の
復興を支援しています。

社会福祉協議会では、
東日本大震災による被災地の
復興を支援しています。
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社福もばら No.101 社福もばら No.101

月３回（７・８月を除く）

１食あたり１００円

【お問い合わせ】 当協議会（総務課）

　豊岡福祉センターを活動の拠点とし、この地域の方々を対象に、元気
で仲良く楽しい毎日を過ごしていただく事を目標に、いろいろな活動に
取り組んでいます。
　ふれあいサロンでは、一人暮らしの高齢者を対象にした「おでかけサ
ロン」、高齢者と豊岡小学校・幼稚園の児童との交流を深める「いきいき
サロン」を行っています。また、本納凧保存会の方々を講師に招き、「わ
くわく体験!凧作り・餅つき大会」等を行ったり、地域の高齢者を招待し、
踊りやカラオケなどでお祝いをする「敬老祝賀会」を開催しています。
　地区社会福祉協議会の活動は、民生委員、長寿クラブ、ボランティア、
自治会、小学校など、地域の方々の協力により行われています。

　当協議会の事業（※２～３ページ参考）は、皆
さまからの会費や寄付金などを財源に実施し
ています。
　会員としてご協力いただき、会費を通じてご支
援くださいますよう、よろしくお願いいたします。

　当協議会では、ひとり暮らしの高齢者など、地域で見守りが必要とされ
る方へ、地域のボランティアが心を込めて作ったお弁当を持って訪問し、
健康状態や安否確認を行う地域見守り型の食事サービスを行っていま
す。利用に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
～利用者さんとボランティアから～

「お弁当を届けてくれるのを楽しみにしています。」（ご利用者さん）
「心がけていることは、お配りする方の体調や生活の様子に、お変わり
  がないかを気にかけながら、渡すことですね。」（ボランティア）

　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を図るため、全国各地の都道府県・市区町村に設置された非営利の民間組織です。
社協は、市民の皆さまにご協力いただいた社協会費や寄付金、共同募金の配分金、行政からの補助金・受託金などで運営を行い、社会福祉関係者や市民の
皆さまの参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を実現するため、さまざまな福祉サービス
を行っています。

社会福祉協議会の法人運営を行います。
　平成２４年度決算　１００，８３２，９５０円
　平成２５年度予算　１００，０１０，０００円

▶豊岡地区社会福祉協議会

敬老祝賀会 わくわく体験！ 凧づくり・餅つき大会

お弁当を持って訪問

お弁当を作るボランティア

～茂原市社会福祉協議会の事業と平成２４年度決算・平成２５年度予算～
社協の活動についてお知らせします

【一般会計の部】

●法人運営事業
赤い羽根・歳末たすけあい募金の配分金
を活用し、市内福祉団体の活動支援、要
支援者への見舞金・慰問品の配布、交通遺
児激励見舞金・災害見舞金の支給、広報

「社福もばら」の発行を行います。
　平成２４年度決算　１０，６５０，２８４円
　平成２５年度予算　１０，５９６，０００円

●共同募金配分金事業

居宅介護支援事業（ケアプランの作成等）・訪問介護事業（ホーム
ヘルパーの派遣）を行い、高齢者の在宅生活を支援します。
　平成２４年度決算　４４，０９７，５０７円
　平成２５年度予算　４７，７１５，０００円

【公益事業特別会計の部】 【就労支援事業特別会計の部】

●介護保険事業

市より指定管理者の指定を受け、市内６施設（総
合市民センター、二宮・豊田・五郷・豊岡・東郷福祉
センター）の管理を行い、子育て支援、地域のふ
れあいの場を提供しています。　　
　平成２４年度決算　１１７，７８７，８２０円
　平成２５年度予算　１２７，８６９，０００円

●受託事業

一般企業等で就労が困難な障がい者に、就労の機会を提
供するとともに、自立した日常生活、社会生活を営むこと
ができるよう、必要な訓練を行います。
　平成２４年度決算　４１，９１０，５２６円
　平成２５年度予算　４２，５５１，０００円

●就労継続支援B型事業（あゆみの家）

高齢者や障がい者の在宅生活を支援するため、
見守りネットワーク事業（食事サービス）、紙お
むつの支給事業、訪問理髪サービス事業などを
行います。
　平成２４年度決算　６，６４８，８０２円
　平成２５年度予算　７，８１８，０００円

●福祉サービス事業

日常生活に不安を感じている高齢者や障がい者を対象に、有料で福祉サー
ビスの利用や日常的な金銭管理について支援を行います。
　平成２４年度決算　６，０８５，９４８円
　平成２５年度予算　６，７３７，０００円

●広域後見支援センター事業

経済的にお困りの方や障がい者などに対し、必要に応じて貸付を行い、生活
を支援しています。
　平成２４年度決算　５，４８８，２４６円
　平成２５年度予算　９，９３６，０００円

●貸付事業

障がい者の在宅生活を支援するため、ホームヘルパーの派遣を行います。
　平成２４年度決算　２，６０８，１５２円
　平成２５年度予算　３，７１３，０００円

●居宅介護事業

保護者が就労等により昼間不在の児童
について、安全に楽しく過ごせるよう
学童クラブを運営しています。（豊岡、
東郷、二宮、夏期学童クラブ）
　平成２４年度決算　１９，３３８，８３１円
　平成２５年度予算　２０，３６４，０００円

●学童保育事業

社協活動の理解と関心を深めるため、
広報活動、福祉こどもまつり・社会福祉
大会の開催、社協会員加入の啓発活
動、市民・福祉関係者を対象とした研修
を行います。
　平成２４年度決算　３，３０５，４７４円
　平成２５年度予算　４，３５７，０００円

●調査・企画・普及事業

市民の身近な相談所として、心配ごと相談、
無料法律相談を行います。
　平成２４年度決算　７７２，７７７円
　平成２５年度予算　８６０，０００円

●相談事業

○東部・中央・西部・北部・五郷・鶴枝・中の島・東郷・豊田・二宮・本納・新治・豊岡
の１３地区に地区社会福祉協議会を組織し、地域住民による福祉活動を支
援しています。（ふれあいいきいきサロン、敬老会、地域交流事業など）

○結婚５０周年祝賀会などの敬老行事
の開催、低所得世帯への生活の支援
をしています。（夏期一時金の支給･
小中学生への図書券の配布）

　平成２４年度決算　 ９，５６９，８７２円
　平成２５年度予算　１１，６７２，０００円　

●地域福祉推進事業

○ボランティアの登録・斡旋、ボラン
ティアグループの活動支援、ボラン
ティア保険の加入など、ボランティ
ア活動をサポートしています。

○市内小中学校などへ講師を派遣
し、福祉教育の啓発を行います。

　平成２４年度決算　１，７４２，６５３円
　平成２５年度予算　２，０４２，０００円

●ボランティアセンター運営事業

［H２４年度決算合計］ １６７，０４３，９８９円
［H25年度予算合計］ １７８，１０５，０００円

見守りネットワークサービス見守りネットワークサービス ～あなたの笑顔を守りたい～
ひとり暮らしの高齢者（７０歳以上）
障がいのある方
高齢者夫婦

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

社会福祉協議会会費は地域の福祉活動を支えています社会福祉協議会会費は地域の福祉活動を支えています
会費の種類（年額 1口～）

一般会計
（社会福祉事業）

［H２４年度決算合計］ １６１，８８５，３２７円
［H２５年度予算合計］ １７５，５８４，０００円

公益事業特別会計
（介護保険・福祉センター）

［H２４年度決算合計］ ４１，９１０，５２６円
［H２５年度予算合計］ ４２，５５１，０００円

就労支援事業特別会計
（あゆみの家）

平成２４年度の会費実績 １０，２１８，８００円 ご協力ありがとうございました。
10,000円（法人）／3,000円（個人事業所）

一般会員
賛助会員
法人会員

500円（1世帯）
3,000円／10,000円

※いずれも外出が困難であるなど、
　自宅に引きこもりがちで地域における
　見守りが必要とされる方。

対象

内容
費用

夏ボラ

二宮こどもまつり

結婚５０周年祝賀会

学童保育

第２３回 社会福祉大会

地 区 活 動 報 告
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社福もばら No.101 社福もばら No.101

月３回（７・８月を除く）

１食あたり１００円

【お問い合わせ】 当協議会（総務課）

　豊岡福祉センターを活動の拠点とし、この地域の方々を対象に、元気
で仲良く楽しい毎日を過ごしていただく事を目標に、いろいろな活動に
取り組んでいます。
　ふれあいサロンでは、一人暮らしの高齢者を対象にした「おでかけサ
ロン」、高齢者と豊岡小学校・幼稚園の児童との交流を深める「いきいき
サロン」を行っています。また、本納凧保存会の方々を講師に招き、「わ
くわく体験!凧作り・餅つき大会」等を行ったり、地域の高齢者を招待し、
踊りやカラオケなどでお祝いをする「敬老祝賀会」を開催しています。
　地区社会福祉協議会の活動は、民生委員、長寿クラブ、ボランティア、
自治会、小学校など、地域の方々の協力により行われています。

　当協議会の事業（※２～３ページ参考）は、皆
さまからの会費や寄付金などを財源に実施し
ています。
　会員としてご協力いただき、会費を通じてご支
援くださいますよう、よろしくお願いいたします。

　当協議会では、ひとり暮らしの高齢者など、地域で見守りが必要とされ
る方へ、地域のボランティアが心を込めて作ったお弁当を持って訪問し、
健康状態や安否確認を行う地域見守り型の食事サービスを行っていま
す。利用に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
～利用者さんとボランティアから～

「お弁当を届けてくれるのを楽しみにしています。」（ご利用者さん）
「心がけていることは、お配りする方の体調や生活の様子に、お変わり
  がないかを気にかけながら、渡すことですね。」（ボランティア）

　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を図るため、全国各地の都道府県・市区町村に設置された非営利の民間組織です。
社協は、市民の皆さまにご協力いただいた社協会費や寄付金、共同募金の配分金、行政からの補助金・受託金などで運営を行い、社会福祉関係者や市民の
皆さまの参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を実現するため、さまざまな福祉サービス
を行っています。

社会福祉協議会の法人運営を行います。
　平成２４年度決算　１００，８３２，９５０円
　平成２５年度予算　１００，０１０，０００円

▶豊岡地区社会福祉協議会

敬老祝賀会 わくわく体験！ 凧づくり・餅つき大会

お弁当を持って訪問

お弁当を作るボランティア

～茂原市社会福祉協議会の事業と平成２４年度決算・平成２５年度予算～
社協の活動についてお知らせします

【一般会計の部】

●法人運営事業
赤い羽根・歳末たすけあい募金の配分金
を活用し、市内福祉団体の活動支援、要
支援者への見舞金・慰問品の配布、交通遺
児激励見舞金・災害見舞金の支給、広報

「社福もばら」の発行を行います。
　平成２４年度決算　１０，６５０，２８４円
　平成２５年度予算　１０，５９６，０００円

●共同募金配分金事業

居宅介護支援事業（ケアプランの作成等）・訪問介護事業（ホーム
ヘルパーの派遣）を行い、高齢者の在宅生活を支援します。
　平成２４年度決算　４４，０９７，５０７円
　平成２５年度予算　４７，７１５，０００円

【公益事業特別会計の部】 【就労支援事業特別会計の部】

●介護保険事業

市より指定管理者の指定を受け、市内６施設（総
合市民センター、二宮・豊田・五郷・豊岡・東郷福祉
センター）の管理を行い、子育て支援、地域のふ
れあいの場を提供しています。　　
　平成２４年度決算　１１７，７８７，８２０円
　平成２５年度予算　１２７，８６９，０００円

●受託事業

一般企業等で就労が困難な障がい者に、就労の機会を提
供するとともに、自立した日常生活、社会生活を営むこと
ができるよう、必要な訓練を行います。
　平成２４年度決算　４１，９１０，５２６円
　平成２５年度予算　４２，５５１，０００円

●就労継続支援B型事業（あゆみの家）

高齢者や障がい者の在宅生活を支援するため、
見守りネットワーク事業（食事サービス）、紙お
むつの支給事業、訪問理髪サービス事業などを
行います。
　平成２４年度決算　６，６４８，８０２円
　平成２５年度予算　７，８１８，０００円

●福祉サービス事業

日常生活に不安を感じている高齢者や障がい者を対象に、有料で福祉サー
ビスの利用や日常的な金銭管理について支援を行います。
　平成２４年度決算　６，０８５，９４８円
　平成２５年度予算　６，７３７，０００円

●広域後見支援センター事業

経済的にお困りの方や障がい者などに対し、必要に応じて貸付を行い、生活
を支援しています。
　平成２４年度決算　５，４８８，２４６円
　平成２５年度予算　９，９３６，０００円

●貸付事業

障がい者の在宅生活を支援するため、ホームヘルパーの派遣を行います。
　平成２４年度決算　２，６０８，１５２円
　平成２５年度予算　３，７１３，０００円

●居宅介護事業

保護者が就労等により昼間不在の児童
について、安全に楽しく過ごせるよう
学童クラブを運営しています。（豊岡、
東郷、二宮、夏期学童クラブ）
　平成２４年度決算　１９，３３８，８３１円
　平成２５年度予算　２０，３６４，０００円

●学童保育事業

社協活動の理解と関心を深めるため、
広報活動、福祉こどもまつり・社会福祉
大会の開催、社協会員加入の啓発活
動、市民・福祉関係者を対象とした研修
を行います。
　平成２４年度決算　３，３０５，４７４円
　平成２５年度予算　４，３５７，０００円

●調査・企画・普及事業

市民の身近な相談所として、心配ごと相談、
無料法律相談を行います。
　平成２４年度決算　７７２，７７７円
　平成２５年度予算　８６０，０００円

●相談事業

○東部・中央・西部・北部・五郷・鶴枝・中の島・東郷・豊田・二宮・本納・新治・豊岡
の１３地区に地区社会福祉協議会を組織し、地域住民による福祉活動を支
援しています。（ふれあいいきいきサロン、敬老会、地域交流事業など）

○結婚５０周年祝賀会などの敬老行事
の開催、低所得世帯への生活の支援
をしています。（夏期一時金の支給･
小中学生への図書券の配布）

　平成２４年度決算　 ９，５６９，８７２円
　平成２５年度予算　１１，６７２，０００円　

●地域福祉推進事業

○ボランティアの登録・斡旋、ボラン
ティアグループの活動支援、ボラン
ティア保険の加入など、ボランティ
ア活動をサポートしています。

○市内小中学校などへ講師を派遣
し、福祉教育の啓発を行います。

　平成２４年度決算　１，７４２，６５３円
　平成２５年度予算　２，０４２，０００円

●ボランティアセンター運営事業

［H２４年度決算合計］ １６７，０４３，９８９円
［H25年度予算合計］ １７８，１０５，０００円

見守りネットワークサービス見守りネットワークサービス ～あなたの笑顔を守りたい～
ひとり暮らしの高齢者（７０歳以上）
障がいのある方
高齢者夫婦

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

社会福祉協議会会費は地域の福祉活動を支えています社会福祉協議会会費は地域の福祉活動を支えています
会費の種類（年額 1口～）

一般会計
（社会福祉事業）

［H２４年度決算合計］ １６１，８８５，３２７円
［H２５年度予算合計］ １７５，５８４，０００円

公益事業特別会計
（介護保険・福祉センター）

［H２４年度決算合計］ ４１，９１０，５２６円
［H２５年度予算合計］ ４２，５５１，０００円

就労支援事業特別会計
（あゆみの家）

平成２４年度の会費実績 １０，２１８，８００円 ご協力ありがとうございました。
10,000円（法人）／3,000円（個人事業所）

一般会員
賛助会員
法人会員

500円（1世帯）
3,000円／10,000円

※いずれも外出が困難であるなど、
　自宅に引きこもりがちで地域における
　見守りが必要とされる方。

対象

内容
費用

夏ボラ

二宮こどもまつり

結婚５０周年祝賀会

学童保育

第２３回 社会福祉大会

地 区 活 動 報 告
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ボランティア情報誌　WITH　No.14 ボランティア情報誌　WITH　No.14

体験ボランティア
ボランティア情報誌

７月２０日土～8月３１日土

自分にあった『夏ボラ』を探す。ムリのない日程で！ 【日時・活動内容・場所など】

茂原市社会福祉協議会に自分で申し込む

事前説明会に参加 ※施設などに行かれる方が対象
★１回目　７月１３日土１０：００～　総合市民センター３Ｆ　講座室
★２回目　８月 ７日水１０：００～　総合市民センター４Ｆ　視聴覚室
参加できない場合は個別で対応します

夏夏
ステップ１

ステップ2

ステップ3

ボランティアを「やってみたいけど普段は時間がとれない！」
「参加の方法がわからない！」という方のために、
参加しやすい体験型のプログラムをたくさんご用意しています。
初めての方でも安心してご参加ください！！

夏ボラ

だ！！
～あなたとともに　　　　　～ No.14「W i t h 」

ウィズ

実施期間 申込方法

【申込・問い合せ】 茂原市社会福祉協議会　地域福祉課

※夏休み期間
７月１日月 受付開始

受付時間 ： 平日 ８：３０～１７：１５ ※土日祝日はお休みです
〒２９７-００２２ 茂原市町保１３-２０ 茂原市総合市民センター内 2F
☎：０４７５-２３-１９６９　FAX：０４７５-２３-６５３８　mail：fukushi@mobara-shakyo.or.jp

NO 施設・団体 活動内容 対象 人数 活動期間 活動場所 持ち物・服装

1 介護老人保健施設 
つくも苑

①利用者と共に縁日をまわる。
②入苑者との話し相手
　清掃・シーツ交換

高校生以上 ①制限なし
②各2名

①7月20日土　17：00〜20：00夏祭り
 （7月8日月締め切り）
②8月1日木〜30日金　9：30〜16：00
　※土日、8月13日火〜15日木を除く

六ツ野1841
ジャージ上下（動きやすい服装） 
エプロン・マスク・室内靴 
昼食持参又は450円で食堂利用可

2 介護老人保健施設　 
ケアセンターかずさ

七夕祭り見学の付添い
車いす介助 高校生以上 各3名 7月26日金　12：00〜15：00 高師台3-3-3 動きやすい服装・運動靴

汗拭きタオルなど

3 特別養護老人ホーム　 
長生共楽園

①納涼盆踊り大会の準備・手伝い
②利用者との交流・衣類整理
　施設内外の清掃・車いすの清掃
　入浴後の整容など

中学生以上
各日
①5名 
②2名

①8月2日金
　9：00〜12：30（活動時間）、18：00〜開催（自由参加） 
②8月1日木〜31日土
　10：00〜16：00（時間帯応相談）

下永吉2812
①②動きやすい服装 
①は昼食付き 
②上履き・昼食持参又は600円で注文可

4 特別養護老人ホーム 
真名実恵園

利用者・入所者との交流
（話し相手・レクリエーション手伝い） 中学生以上 各2名

8月5日月〜9日金　10：00〜16：00 
8月12日月〜16日金　10：00〜16：00 
※2日以上

真名675-2
動きやすい服装 
エプロン・上履き（室内用運動靴） 
昼食持参又は550円で注文可

5 特別養護老人ホーム　 
長生苑

夏祭り等行事の準備
レクリエーションの手伝い
利用者との話し相手
洗濯物たたみなど

小学生以上 
（4年生） 各数名 7月22日月〜8月30日金　※土日を除く 

10：00〜16：00の時間内で1時間以上から申込可 南吉田4061-1 動きやすい服装・上履き 
※1日の方は昼食付

6 特別養護老人ホーム　 
実恵園

納涼祭の準備・手伝い 
利用者との交流 高校生以上 1名 8月10日土　10：00〜16：00 法目2672-1 動きやすい服装・上履き・エプロン2枚 

昼食持参又は550円で注文可

7 養護老人ホーム 
長生共楽園

①利用者との交流など
②盆踊り大会の準備から
　片付けまでの手伝い

小学生以上 
（4年生） 各3名

①7月22日月〜8月30日金　※土日を除く
　9：00〜17：00の時間内で数時間でも可 
②8月2日金　※時間は施設と相談

下永吉2812
動きやすい服装
上履き用運動靴 
昼食持参又は580円で注文可

8 ケアセンター 
みやもと

利用者との交流 
介護体験

小学生以上 
（4年生） 各3名 7月22日月〜8月30日金　13：00〜16：00 

※土日、8月13日火〜15日木を除く 緑ヶ丘4-3-2 動きやすい服装 
エプロン・上履き

9 しょうじゅの里茂原 納涼祭の準備・手伝い 
利用者との交流

小学生以上 
（4年生） 各5名 8月22日木〜24日土 

10：00〜15：30 高師193-1 動きやすい服装・エプロン・上履き
筆記用具　※昼食付

10 デイサービスセンター 
光風荘

利用者との交流 
レクリエーションの 
手伝い

小学生以上 
（4年生） 
※学生のみ

各2名程度 7月22日月〜8月30日金　※土日を除く 
10：00〜15：30 御蔵芝39-1 動きやすい服装

上履き（かかとのあるもの）※昼食付

11 デイサービスセンター 
ほほえみ

利用者との交流
（レクリエーションの補助等） 中学生以上 各2名 7月26日金〜8日17日土　※日を除く

9：30〜15：30、週2日以上参加すること 本小轡404-2 動きやすい服装・上履き・エプロン 
※昼食付

12 グループホーム 
もばら和光苑

入居者との話し相手や
レクリエーションの参加

小学生以上 
（4年生以上） 各3名 7月24・31日、8月7・14・21・28日水 

10：00〜14：00の時間内で数時間でも可、1日でも可 鷲巣456-1 動きやすい服装・上履き 
昼食持参

13 セントケア茂原 利用者との交流、
レクリエーションなどの業務補助

小学生以上 
（4年生以上） 
※高校生まで

各日3名 7月20日土〜8月31日土　※土日を除く 
9：30〜15：30位 鷲巣706-2 動きやすい服装・上履き 

昼食持参

14 デイサービスセンター 
はるかぜ園

高齢者の身の回りのお世話、
話し相手、レクリエーションの実施

小学生以上 
（4年生） 各日2名 7月20日土〜8月31日土　※日㊗を除く 

8：50〜17：00の時間帯で4時間以上 高師864-1 ジャージ・上靴 
※昼食付

15 グループホーム 
ガーデンコート茂原

入居者との話し相手や
レクリエーションの参加

小学生以上 
（4年生以上） 各日2名 7月20日土〜8日31日土

10：00〜16：00の時間内で数時間でも可 高師2144-11 動きやすい服装・エプロン・上履き 
昼食持参又は450円で注文可

夏ボラ お年寄りの方と交流しよう
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ボランティア情報誌　WITH　No.14 ボランティア情報誌　WITH　No.14

体験ボランティア
ボランティア情報誌

７月２０日土～8月３１日土

自分にあった『夏ボラ』を探す。ムリのない日程で！ 【日時・活動内容・場所など】

茂原市社会福祉協議会に自分で申し込む

事前説明会に参加 ※施設などに行かれる方が対象
★１回目　７月１３日土１０：００～　総合市民センター３Ｆ　講座室
★２回目　８月 ７日水１０：００～　総合市民センター４Ｆ　視聴覚室
参加できない場合は個別で対応します

夏夏
ステップ１

ステップ2

ステップ3

ボランティアを「やってみたいけど普段は時間がとれない！」
「参加の方法がわからない！」という方のために、
参加しやすい体験型のプログラムをたくさんご用意しています。
初めての方でも安心してご参加ください！！

夏ボラ

だ！！
～あなたとともに　　　　　～ No.14「W i t h 」

ウィズ

実施期間 申込方法

【申込・問い合せ】 茂原市社会福祉協議会　地域福祉課

※夏休み期間
７月１日月 受付開始

受付時間 ： 平日 ８：３０～１７：１５ ※土日祝日はお休みです
〒２９７-００２２ 茂原市町保１３-２０ 茂原市総合市民センター内 2F
☎：０４７５-２３-１９６９　FAX：０４７５-２３-６５３８　mail：fukushi@mobara-shakyo.or.jp

NO 施設・団体 活動内容 対象 人数 活動期間 活動場所 持ち物・服装

16 福祉作業所 
あゆみの家

利用者との交流 
受託作業の手伝い 中学生以上 各数名 7月22日月〜8月30日金　9：00〜16：00

※土日、8月13日火〜16日金を除く 本小轡319-1 作業しやすい服装 
上履き・昼食持参又は400円で注文可

17 長生厚生園 利用者との交流、作業、レクリエーシ
ョンの手伝い 高校生以上 各5名 8月1日木〜8月30日金　9：00〜15：00

※土日、8月12日月〜16日金、23日金を除く 立木477 動きやすい服装・上履き
昼食持参又は320円で注文可

18 NPO法人 
スペースぴあ 農作業やお煎餅の小分け作業等 小学生以上 

（4年生） 各日3名
8月1日木〜8月30日金　※土日を除く 
9：00〜12：00 午前の作業、12：00〜13：00 昼食 
13：00〜15：00 午後の作業
半日以上参加できる方

本納2316-2
動きやすい服装 
着替え・長靴（あれば） 
昼食持参又は300円で注文可

19
スペシャル
オリンピックス
日本・千葉

知的障がいのある方達と、
一緒に陸上を楽しむ 高校生以上 何人でも

8月3日土・17日土　13：00〜15：00 
どちらか1日でも可 
※天候によって内容が変更になる場合があります。

三井化学総合 
グラウンド

運動しやすい服装 
帽子・タオル 
飲み物

NO 施設・団体 活動内容 対象 人数 活動期間 活動場所 持ち物・服装

31 七夕まつり 
清掃ボランティア 駅周辺の清掃 小学生以上 

（4年生） 各日数十名 7月28日日・29日月　7：00〜8：15 
※小雨決行、雨天中止、1日から参加可能

　出発場所 
①市民センター 
②中央公民館

動きやすい服装 
軍手

32 茂原ボランティア会 古切手の整理 小学生以上 
（4年生） 10名 7月31日水　9：30〜15：00 

半日だけでも可
総合市民
センター

ハサミ・筆記用具 
1日いる方は昼食付

33 手話サークル 
歩歩の会

手話にふれてみよう 
手話であいさつをしよう

小学生以上 
（4年生） 20名 8月4日日　13：00〜16：00 総合市民

センター 筆記用具

34 手話サークル 
つつじの会

手話とは何か、手話の楽しさを
知ってもらい、体験してもらう 
「1日手話教室」

小学生以上 
（4年生） 30名 8月18日日　13：00〜16：00 総合市民

センター 筆記用具

35 点字ボランティア 
六点会

点字の読み、打ち、簡単な文章が打
てるようにする

小学生以上 
（4年生） 20名 8月7日水、8月21日水　13：00〜15：00

どちらか1日だけでも可
総合市民
センター 鉛筆・消しゴム

36 朗読ボランティア 
みずすまし会

市発行の広報誌を
テープに録音する

小学生4年生以上
誰でも参加可能
だが、小学生は
保護者同伴のこと

各5名 8月1日木、8月15日木　10：00〜12：00
どちらか1日でも可

総合市民
センター 筆記用具・飲み物

37 音楽ボランティア 
たんぽぽの会

「しょうじゅの里」に訪問し、
レクリエーション支援 中学生以上 10名 8月5日月　12：30〜16：00 

※市民センターに集合し、しょうじゅの里に移動 しょうじゅの里 筆記用具、楽譜入れ 
学生は制服着用

38 茂原IVC
在住外国籍の方々に対する日本語会
話の勉強の支援、日本語会話の勉強
（1日目見学、2日目以降教授体験）

高校生以上 各3名
7月24日水　13：30〜15：30
7月27日土　10：00〜12：00 
8月28日水　13：30〜15：30
8月31日土　10：00〜12：00　2日以上参加すること

東部台文化
会館

メモ帳（筆記用具） 
軽装　

39 茂原市
社会福祉協議会

夏の小さな冒険
アイマスクや車イスを使いながら、
目的地を目指せ!!（予定）

小学生以上 
（4年生） 20名 8月26日月　10：00〜12：00 総合市民

センター
動きやすい服装・帽子・筆記用具 
※買い物体験をしますので
　100円を持参して下さい

40 友愛訪問 高齢者のお宅にボランティアと
一緒に訪問して高齢者の方と交流する

小学生以上 
（4年生） 数名 8月7日水以降　時間は応相談 茂原市内 動きやすい服装

夏ボラ 障がいのある方と交流しよう

NO 施設・団体 活動内容 対象 人数 活動期間 活動場所 持ち物・服装

20 児童養護施設 
獅子吼園

子どもの遊び相手学習指導 
作業（掃除・洗濯・草取り等）の
お手伝い

大学生以上 各1名
①7月23日火・24日水 
②8月 1日木・2日金 
10：00〜17：00（13：00〜15：00休憩時間）

小林546
動きやすい服装・帽子・タオル 
スカート禁止 
※昼食付

21 茂原おもちゃ図書館
&おもちゃの病院　

乳幼児やハンディキャップのある
子どもたちと一緒に遊ぶ
（会場設営〜片付け）

高校生・大学生 各5名
7月13日土・27日土、8月10日土・24日土 
13：15〜16：15 
最低2日参加すること

東郷福祉
センター 動きやすい服装

22 総合市民センター 小学生対象の料理教室で
児童厚生員の補助等 高校生以上 2名 8月8日木・9日金　9：00〜12：00 

どちらか1日でも可
総合市民
センター

動きやすい服装 
エプロン・三角巾

23 二宮福祉センター
デイキャンプ（小学生30人参加）
野外炊飯体験（飯ごう炊飯・カレー） 
の補助

中･高校生、 
大学生 10名 7月30日火　8：30〜14：00 二宮福祉

センター
動きやすい服装・軍手（綿100%）
帽子・運動靴・エプロン・バンダナ
タオル・水筒・昼食付（カレー）

24 東郷福祉センター
①小学生対象の
　クラフトバンド教室の補助 
②デイキャンプ（小学生対象
　飯ごう炊飯、カレー他）の補助

中･高校生、 
大学生

①2名 
②8名

①7月31日水　9：30〜12：00 
②8月20日火　13：00〜19：00

東郷福祉
センター

①特になし 
②動きやすい服装･タオル･水筒･帽子
　上履き･エプロン・夕食付（カレー）

25 東郷第1学童クラブ 子どもの遊び相手 高校生以上 各2名 8月1日木〜8月30日金　9：00〜17：00　4時間以上
※土日、8月12日月〜16日金、8月2日金を除く

東郷福祉
センター

動きやすく汚れてもいい服装 
帽子・タオル・上履き 
昼食持参・水筒

26 東郷第2学童クラブ 子どもの遊び相手 高校生以上 各2名 8月1日木〜8月30日金　9：00〜17：00　4時間以上 
※土日、8月12日月〜16日金、8月9日金を除く

東郷小学校脇 
集会所

動きやすく汚れてもいい服装 
帽子・タオル・上履き 
昼食持参・水筒

27 豊岡学童クラブ 子どもの遊び相手 高校生・大学生 各2名 7月22日月〜8月30日金　10：00〜16：00 時間応相談 
※土日、8月12日月〜16日金を除く

豊岡福祉
センター

動きやすく汚れてもいい服装 
帽子・タオル・上履き 
昼食持参・水筒

28 二宮学童クラブ 子どもの遊び相手 高校生以上 各2名
7月22日月〜8月30日金
9：00〜17：00　前・午後のみも可 
※土日、8月12日月〜16日金を除く 
※行事日7月25日木、8月1日木は特に歓迎

二宮福祉
センター

動きやすく汚れてもいい服装 
帽子・タオル・上履き 
昼食持参・水筒

29 茂原学童クラブ 子どもの遊び相手 高校生以上 各3名 7月29日月〜8月30日金　9：00〜17：00　4時間以上 
※土日、8月12日月〜16日金、8月21日水を除く

総合市民
センター

動きやすく汚れてもいい服装 
帽子・タオル・上履き 
昼食持参・水筒

30 せんだん学童クラブ 子どもの遊び相手 大学生以上 各1名 7月22日月〜8月30日金　9：00〜17：00　4時間以上 
※土日、お盆、8月26日月を除く

茂原小学校
敷地内

動きやすい服装 
上履き・エプロン 
昼食持参・水筒

夏ボラ 子どもと遊ぼう

夏ボラ ボランティアグループの活動に参加しよう
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社福もばら No.101 社福もばら No.101

社福もばら100号突破記念②

♥善意ありがとうございました♥
寄付金　総額 696,907円寄付金　総額 696,907円

物  品

●中の島地区社会福祉協議会　●河野 昌子
●昭和１４年度茂原小学校卒業生同窓会　●民謡原田会・原田直輝
●若柳流若壽会 会長 若柳光姿　●サンミルク茂原　●あんぽんたん
●かるがも蕎麦の会　●ひまわりスポーツダンス　●カレンズ
●茂原子ども会　●㈱マックス 茶道同好会
●茂原市ボランティア連絡協議会　●開発オータキグループゴルフ部
●茂原菊友会　●萬華楼カラオケ会　●舞踊まつり山葵の会
●茂原市盆栽連合会　●もばら～めん部会　●伸和園芸　●匿名5件

上記の寄付は社会福祉推進のため、大切に使わせていただきます。
受付期間 ： 平成２５年４月１日～平成２５年５月３１日 （順不同：敬称略）

●明治安田生命茂原第一営業所　プルタブ 多量
●㈱藤田制作所 使用済み切手 2,000枚
●もろぎぬの会 雑巾 100枚
●長生理容組合 タオル大 多量
●ＡＳＡ茂原 使用済み切手 3,350枚
●ＡＳＡ新茂原 使用済み切手 2,600枚

結婚50周年を迎える
ご夫婦を対象に
祝賀会を開催
いたします。

●お申し込み方法
　該当すると思われる方は、当協議会（地域福祉課）へご連絡ください
　※お申し込みいただいた方には、７月下旬までに案内状をお送りします

開催日 平成25年９月５日木 10：00～

会　場 プラザヘイアン茂原

対象者 昭和38年９月１日～昭和39年８月31日の間に結婚し、
夫婦ともに健在で市内在住の方

開催日時 平成２５年１０月２５日金 ※雨天決行

会　　場 房総カントリークラブ 東・西コース

参 加 費 ３，０００円（パーティー代、賞品代等）

プレー費 ８，6００円（昼食代含む・ドリンク代別）
※当日フロントにて各自精算してください

競技方法 新ぺリア方式 セルフプレー

対　　象 茂原市に在住、又は勤務している方茂原市に在住、又は勤務している方

募集人数 １００名（２５組） 申込順１００名（２５組） 申込順

募集期間 ７月１日月～ ※定員に達し次第終了７月１日月～ ※定員に達し次第終了

申込方法 参加費（3,000円）を添えて
当協議会（地域福祉課）に申し込みしてください
参加費（3,000円）を添えて
当協議会（地域福祉課）に申し込みしてください

会　　場 幕張メッセ国際会議場　コンベンションホール他
千葉市美浜区中瀬２-１（ＪＲ京葉線海浜幕張駅から徒歩５分）

参加方法 開催当日、直接会場へお越しください。

開催日時 平成２５年７月２１日日 13：00～16：00

千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
☎０４３-２２２-１２９４　http://chibakenshakyo.net

●参加者負担金
　［一　人］ ２，５００円　［ご夫婦］ ５，０００円

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

「健康づくりと地域福祉の発展」を目的に、今年もチャリティーゴルフ大会を開催します。
趣旨にご理解いただき、多数の参加を心よりお待ちしていおります。
※チャリティー収益金は、社会福祉協議会に寄付し、地域の福祉活動に役立てます。

　5月12日日五月晴れの下、福祉活動にたずさわる団体、福祉施設、企業の活動を身近に感じ
てもらうため、大人も子供も楽しめるイベントとして「福祉こどもまつり」（総合市民センター）
を開催しました。
　当日は、チーム葵によるよさこい踊りに始まり、施設紹介、福祉機器の展示、福祉体験ウォー
クラリー、ミニSL、ふわふわバルーン、マジックショーなどで賑わい、最後は迫力ある中の島太
鼓の演奏でまつりは締めくくられました。また、皆様から寄せられた物品により行われた福祉
バザーでは、総額274,210円の収益をあげることができました。
　この収益は、茂原市内の福祉事業に活用させていただきます。
　ご協力いただいた個人・団体・企業の皆様、ありがとうございました。

 千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業所等へ就職を希望
する方を対象に、「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」を開催します。
 内容は、求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者と個別面談や
福祉現場に関する相談等を行い、福祉・介護人材の確保と就労をサポート
します。

【お問い合わせ】

福祉のしごと
就職フェア・ｉｎちば
福祉のしごと
就職フェア・ｉｎちば

平成２５年度 第１回

当センターでは、在宅で日常生活を送る上で、不安を感じている高齢者や障がい
のある方（知的障害、身体障害、精神障害）を対象に、有料で日常的な金銭管理や
福祉サービスの利用についての支援を行っています。

私たち民生委員・児童委員は、国から委嘱を受け「民生委員
法」「児童福祉法」に基づき、地域福祉向上のため住民の皆
さまからの相談を受けたり、支援をする身近なボランティア
です。

私たち民生委員・児童委員は、国から委嘱を受け「民生委員
法」「児童福祉法」に基づき、地域福祉向上のため住民の皆
さまからの相談を受けたり、支援をする身近なボランティア
です。

当センターを利用する方に対して、サービスを提供する生活支援員を募集しています。地域に役立ちた
いと思っているボランティア精神旺盛の方、余暇を利用して始めてみませんか。ご協力をお願いします。

［資格］ 成人の方（概ね７０歳未満）・要自動車運転免許　若干の手当てを支給します

【お問い合わせ】 もばら広域後見支援センター

～もばら広域後見支援（こういきこうけんしえん）センターってこんなところ～

1 福祉サービスの情報提供や、福祉サービスを円滑に利用できるお手伝い
2 毎日の生活に必要な預貯金の出し入れや、公共料金等の支払いのお手伝い
3 預金通帳や実印など大切な書類等の預かり（※保管のみの利用はできません）

生活支援員を
募集しています

笑顔
あふれる

株式会社カスミ 大芝店／株式会社ワークマン 茂原バイパス店
株式会社大谷商店／株式会社よこぼり本店／アンファン＆エレット
株式会社金坂青果市場／株式会社千葉三越／株式会社せんどう 茂原店
株式会社ハヤシ 六ツ野店／株式会社ハヤシ 本店／株式会社ハヤシ 本部
国藤靴店／ヨシヤシューズ／株式会社アサヒヤギフトセンター
ドリームパーク／ハリカ 茂原店／利根コカ・コーラボトリング株式会社 茂原支店
伊藤園 茂原支店／JTエースター株式会社 茂原営業所

JA長生／旬の里 ねぎぼうず
結婚50周年祝賀会の開催

もばら福祉チャリティーゴルフ大会もばら福祉チャリティーゴルフ大会もばら福祉チャリティーゴルフ大会第６回
ゴルフを通じて地域の輪をひろげましょう！！

もばら福祉チャリティーゴルフ大会もばら福祉チャリティーゴルフ大会第６回
ゴルフを通じて地域の輪をひろげましょう！！

※キャンセルの場合、参加費を
　返金できませんのでご了承ください
※キャンセルの場合、参加費を
　返金できませんのでご了承ください

【後援】 茂原市・茂原市自治会長連合会・茂原市民生委員児童委員協議会・茂原市ゴルフ協会・房総カントリークラブ【後援】 茂原市・茂原市自治会長連合会・茂原市民生委員児童委員協議会・茂原市ゴルフ協会・房総カントリークラブ
【主催】 もばら福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会

チーム葵によるよさこい踊り

▲あそびの工房

▼

福祉体験
　ウォークラリー福祉バザー協力団体

野菜提供

★もうすぐ長い夏休み。急に体重が減った、
このごろ食べなくなった、夜寝ることが
できないなど、子どもに異変を感じたら、
遠慮なく私たちに声を掛けてください。

子育てに
頑張っている皆さんへ

★子育てに悩んでいる方がいたらお知ら
せください。近頃、姿が見えない、泣き声
が頻繁にしているなど、「何か変だな」と
感じたら至急連絡を！

ご近所の方へ

★見守りサービス（月３回、１回１００円）
　ひとり暮らしの高齢者などを対象とした地域の見守り活動
★紙おむつの支給
★訪問理髪サービス
★福祉サービス利用援助事業
　公共料金の支払いなど日常的な金銭管理の支援
★心配ごと相談（毎週水曜日）、無料法律相談（予約制）

★見守りサービス（月３回、１回１００円）
　ひとり暮らしの高齢者などを対象とした地域の見守り活動
★紙おむつの支給
★訪問理髪サービス
★福祉サービス利用援助事業
　公共料金の支払いなど日常的な金銭管理の支援
★心配ごと相談（毎週水曜日）、無料法律相談（予約制）

「子育てサークル」があります。
詳しくはお近くの福祉センターへ!!

あなたと行政とのパイプ役あなたと行政とのパイプ役

1 福祉サービスを
 安心して利用したい
2 自分自身でお金の管理を
 するのが心配
3 通帳や印鑑の紛失が心配

こんなお悩みありませんか？ 私たちがお手伝いします！

〈お知らせ〉

社協サービスの情報提供や
申請のお手伝いなどをしています

社協サービスの情報提供や
申請のお手伝いなどをしています

民生委員・児童委員・主任児童委員にご相談ください！民生委員・児童委員・主任児童委員にご相談ください！
私たちには、守秘義務があります。相談の内容は、外部に漏れません!!

高齢者の皆様へ

★高齢者世帯あるいは一人暮らしの高齢者
で日常生活に心配のある方、在宅介護で
悩みのある方、家庭内暴力に悩んでいる
方など・・。

　一人で抱え込まないで、
　まず相談を。

★高齢者世帯あるいは一人暮らしの高齢者
で日常生活に心配のある方、在宅介護で
悩みのある方、家庭内暴力に悩んでいる
方など・・。

　一人で抱え込まないで、
　まず相談を。

茂原市民生委員児童委員協議会 広報部会
市社会福祉課 ☎２０-１５７１
市子育て支援課相談室 ☎２３-５５００

お問い合せ

支援の様子

　高齢になったことや障がいなどで、「福祉サービスを利用したいけれど、手
続きの仕方が分からない。」「銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、自信がな
いので誰かに手伝ってもらいたい。」日々の暮らしの中には、判断に迷ってしま
うことがあります。当センターでは、日常生活で安心して暮らせるように、福祉
サービスの利用手続きや、金銭管理のサポートをしています。
　サポートをするのは、生活支援員と呼ばれる方々です。生活支援員Aさんが
担当する利用者さんは、「一人暮らしの生活には色々な不安があるけれど、こ
の地域で暮らし続けたい。」という希望を持っています。利用者さんの不安の
一つは、高齢になり、水道代や電気代など一ヶ月の生活にかかる費用を、一人
で考えてやりくりしなければならないことでした。そこで、Aさんは利用者さ
んの生活費の使い方を、一緒に考えるお手伝いをしています。「心がけている
ことは、その方に合った言葉をかけるようにしています。支援に入って数ヶ月が
経ちましたが、利用者さんは、以前に比べて笑顔
が増えたように思います。笑顔で生活していただ
く為には、その方のお気持ちを大切にしたり、暮
らしの中で人との関わり合いを持つことが、大事
なことだなと感じています。」（Ａさん）
　日々の暮らしの中には、不安を感じることはあ
るけれど、人と人との関わり合いによって生まれ
る温かさは、安心していきいきと暮らすことに繋
がっているようです。

クローズアップ：この街で暮らすクローズアップ：この街で暮らす
～いきいき・すまいる～～いきいき・すまいる～

社福もばら１００号記念シリーズ第2回目は、
もばら広域後見支援センターをご紹介します。
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社福もばら100号突破記念②

♥善意ありがとうございました♥
寄付金　総額 696,907円寄付金　総額 696,907円

物  品

●中の島地区社会福祉協議会　●河野 昌子
●昭和１４年度茂原小学校卒業生同窓会　●民謡原田会・原田直輝
●若柳流若壽会 会長 若柳光姿　●サンミルク茂原　●あんぽんたん
●かるがも蕎麦の会　●ひまわりスポーツダンス　●カレンズ
●茂原子ども会　●㈱マックス 茶道同好会
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●茂原菊友会　●萬華楼カラオケ会　●舞踊まつり山葵の会
●茂原市盆栽連合会　●もばら～めん部会　●伸和園芸　●匿名5件

上記の寄付は社会福祉推進のため、大切に使わせていただきます。
受付期間 ： 平成２５年４月１日～平成２５年５月３１日 （順不同：敬称略）
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結婚50周年を迎える
ご夫婦を対象に
祝賀会を開催
いたします。

●お申し込み方法
　該当すると思われる方は、当協議会（地域福祉課）へご連絡ください
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募集人数 １００名（２５組） 申込順１００名（２５組） 申込順
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もばら福祉チャリティーゴルフ大会もばら福祉チャリティーゴルフ大会もばら福祉チャリティーゴルフ大会第６回
ゴルフを通じて地域の輪をひろげましょう！！

もばら福祉チャリティーゴルフ大会もばら福祉チャリティーゴルフ大会第６回
ゴルフを通じて地域の輪をひろげましょう！！

※キャンセルの場合、参加費を
　返金できませんのでご了承ください
※キャンセルの場合、参加費を
　返金できませんのでご了承ください

【後援】 茂原市・茂原市自治会長連合会・茂原市民生委員児童委員協議会・茂原市ゴルフ協会・房総カントリークラブ【後援】 茂原市・茂原市自治会長連合会・茂原市民生委員児童委員協議会・茂原市ゴルフ協会・房総カントリークラブ
【主催】 もばら福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会

チーム葵によるよさこい踊り

▲あそびの工房

▼

福祉体験
　ウォークラリー福祉バザー協力団体

野菜提供

★もうすぐ長い夏休み。急に体重が減った、
このごろ食べなくなった、夜寝ることが
できないなど、子どもに異変を感じたら、
遠慮なく私たちに声を掛けてください。

子育てに
頑張っている皆さんへ

★子育てに悩んでいる方がいたらお知ら
せください。近頃、姿が見えない、泣き声
が頻繁にしているなど、「何か変だな」と
感じたら至急連絡を！

ご近所の方へ

★見守りサービス（月３回、１回１００円）
　ひとり暮らしの高齢者などを対象とした地域の見守り活動
★紙おむつの支給
★訪問理髪サービス
★福祉サービス利用援助事業
　公共料金の支払いなど日常的な金銭管理の支援
★心配ごと相談（毎週水曜日）、無料法律相談（予約制）

★見守りサービス（月３回、１回１００円）
　ひとり暮らしの高齢者などを対象とした地域の見守り活動
★紙おむつの支給
★訪問理髪サービス
★福祉サービス利用援助事業
　公共料金の支払いなど日常的な金銭管理の支援
★心配ごと相談（毎週水曜日）、無料法律相談（予約制）

「子育てサークル」があります。
詳しくはお近くの福祉センターへ!!

あなたと行政とのパイプ役あなたと行政とのパイプ役

1 福祉サービスを
 安心して利用したい
2 自分自身でお金の管理を
 するのが心配
3 通帳や印鑑の紛失が心配

こんなお悩みありませんか？ 私たちがお手伝いします！

〈お知らせ〉

社協サービスの情報提供や
申請のお手伝いなどをしています

社協サービスの情報提供や
申請のお手伝いなどをしています

民生委員・児童委員・主任児童委員にご相談ください！民生委員・児童委員・主任児童委員にご相談ください！
私たちには、守秘義務があります。相談の内容は、外部に漏れません!!

高齢者の皆様へ

★高齢者世帯あるいは一人暮らしの高齢者
で日常生活に心配のある方、在宅介護で
悩みのある方、家庭内暴力に悩んでいる
方など・・。

　一人で抱え込まないで、
　まず相談を。

★高齢者世帯あるいは一人暮らしの高齢者
で日常生活に心配のある方、在宅介護で
悩みのある方、家庭内暴力に悩んでいる
方など・・。

　一人で抱え込まないで、
　まず相談を。

茂原市民生委員児童委員協議会 広報部会
市社会福祉課 ☎２０-１５７１
市子育て支援課相談室 ☎２３-５５００

お問い合せ

支援の様子

　高齢になったことや障がいなどで、「福祉サービスを利用したいけれど、手
続きの仕方が分からない。」「銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、自信がな
いので誰かに手伝ってもらいたい。」日々の暮らしの中には、判断に迷ってしま
うことがあります。当センターでは、日常生活で安心して暮らせるように、福祉
サービスの利用手続きや、金銭管理のサポートをしています。
　サポートをするのは、生活支援員と呼ばれる方々です。生活支援員Aさんが
担当する利用者さんは、「一人暮らしの生活には色々な不安があるけれど、こ
の地域で暮らし続けたい。」という希望を持っています。利用者さんの不安の
一つは、高齢になり、水道代や電気代など一ヶ月の生活にかかる費用を、一人
で考えてやりくりしなければならないことでした。そこで、Aさんは利用者さ
んの生活費の使い方を、一緒に考えるお手伝いをしています。「心がけている
ことは、その方に合った言葉をかけるようにしています。支援に入って数ヶ月が
経ちましたが、利用者さんは、以前に比べて笑顔
が増えたように思います。笑顔で生活していただ
く為には、その方のお気持ちを大切にしたり、暮
らしの中で人との関わり合いを持つことが、大事
なことだなと感じています。」（Ａさん）
　日々の暮らしの中には、不安を感じることはあ
るけれど、人と人との関わり合いによって生まれ
る温かさは、安心していきいきと暮らすことに繋
がっているようです。

クローズアップ：この街で暮らすクローズアップ：この街で暮らす
～いきいき・すまいる～～いきいき・すまいる～

社福もばら１００号記念シリーズ第2回目は、
もばら広域後見支援センターをご紹介します。



社福もばら No.101

❽ ❶この広報誌は、皆様からの会費と共同募金の配分金によって年4回（5・7・10・2月）発行しています。

□社会福祉法人　茂原市社会福祉協議会
〒297-0022茂原市町保13-20 （茂原市総合市民センター内）

代表☎ 0475（23）1969　FAX 0475（23）6538
E-mail:info@mobara-shakyo.or.jp

□茂原市ボランティアセンター
□在宅サービスセンター 
　（居宅介護・訪問介護事業所）
□もばら広域後見支援センター

E-mail:fukushi@mobara-shakyo.or.jp　
E-mail:kaigo@mobara-shakyo.or.jp　 
FAX 0475（23）7444　　　　　　
☎0475（23）4333　FAX 0475（23）6606

【業務日】月曜日～金曜日 8：30～17：15
【定休日】土、日曜日、祝日及び休日、年末年始

至千葉

至勝浦

至茂原市内

茂原神経科病院

千葉銀行
茂原東支店

イオン
茂原店

茂原市
総合市民センター

JR茂原駅
東口

社協活動は、みなさまの会費によって支えられています。

※総合市民センター及び各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

検 索茂原市社協ホームページ

　総合市民センター・二宮・五郷・豊田・東郷福祉センターの児童センターでは、子育て中の皆さんが、安心
して子育てができるよう、児童厚生員が悩みを聞いたり、情報交換の場を提供しています。また、手遊び
や体操、絵本の読み聞かせも行っています。自由参加なので遊びに来てみませんか？子育ての輪を広げ、
みんなで楽しみましょう！
　２～３歳児対象の「親子で遊ぶ会」や小学生対象の楽しい教室もありますので、お気軽にお問い合せください。

社 協 情 報 コ ー ナ ー
在宅福祉サービス

茂原市内にお住まいで、ご自宅で生活をしている方が対象です。

見守りネットワーク事業（食事サービス）

安否の確認を行いながら、手作りのお弁当をお届けします。
【対象】 虚弱なひとり暮らしの70歳以上の高齢者や
 障がいのある方、高齢者夫婦世帯など

【内容】 月３回（７・８月を除く）、1食100円を負担

紙おむつの支給
介護者の負担を軽減するため、紙おむつを無料で配達します。

【対象】 半年以上、寝たきりの高齢者や
 障がいのある方（児童可）

【内容】年３回（６・10・2月）、年間120～150枚程度

訪問理髪サービス
介護者の負担を軽減するため、訪問による
理髪サービスを行い、料金の一部を助成します。

【対象】 半年以上、寝たきりの高齢者や
 障がいのある方（児童可）

介護サービス
指定事業所として、介護全般の相談、
高齢者や障がい者の在宅生活を支援しています。
■居宅介護支援事業（ケアプランの作成）
■訪問介護事業（ホームヘルパーの派遣）

相談日・相談内容

福祉作業所あゆみの家

【お問い合わせ】 あゆみの家　☎２４-９１３５

●利用者の方と一緒に作業をしてくれるボランティアの方を募集します。
　月曜から金曜までで、9:00から15:30の間でお手伝いしてくれる方。
　（詳細については、あゆみの家までご連絡ください。）

●就労が困難な方、日中活動の場を
　お探しの方、ご相談ください。
　［対象者］ 市内にお住まいで、三障がい（身体・知的・精神）いずれかの
 手帳をお持ちの方（市外の場合は、ご相談ください。）

●就労が困難な方、日中活動の場を
　お探しの方、ご相談ください。
　［対象者］ 市内にお住まいで、三障がい（身体・知的・精神）いずれかの
 手帳をお持ちの方（市外の場合は、ご相談ください。）

ご家庭に眠っていませんか？

こどもと楽しみたい！こどもと楽しみたい！

ぴよぴよ

にこにこ

いっぱい友達を作っちゃおう！いっぱい友達を作っちゃおう！

二宮福祉センター
☎26-3740
月１回 月
全９回

10：00～11：30
にこにこ

（0～2歳）

東郷福祉センター 
☎25-5882

第1・3火曜日

10：30～11：30
プーさんベビー

（0～2歳）

豊田福祉センター
☎26-1105

第2・4火曜日

10：00～11：30
ママとあんよ

（0～2歳）

総合市民センター
☎24-9511

第1・3木曜日
第2・4金曜日

10：00～11：30
ありんこルーム

（0～4歳）

毎週火曜日

13：30～15：00
ぴよぴよ

（0～2歳）
※詳しい活動日は、各福祉センターにお問い合せ下さい。

福祉センターに遊びにおいでよ!!福祉センターに遊びにおいでよ!!

❶ KODOMO’Sキッチン1
［日　時］ 8月8日木 9：30～12：30
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 20名
［費　用］ 600円 ［内　容］ 料理作り

❷ KODOMO’Sキッチン2
［日　時］ 8月9日金 10：00～12：00
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 16名
［費　用］ 500円 ［内　容］ お菓子作り

サマーチャレンジ教室
総合市民センター（☎24-9511）

豊岡福祉センター（☎34-8321）

東郷福祉センター（☎25-5882）

五郷福祉センター（☎25-7880）

❸ 郊外研修
［日　時］ 8月21日水 9：00～16：00
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 30名
［費　用］ 250円 ［内　容］ 現代産業科学館（市川市）
❹ ハッピー・フラワーアレンジメント

［日　時］ 8月29日木 10：00～12：00　　　
［対　象］ 市内在住の4歳～小学生 ［定　員］ 25名（小学生未満は保護者同伴）
［費　用］ 600円 ［内　容］ 楽しく体験！ フラワーアレンジメント

❶・❷・❸・❹とも、受付日は7月21日日 9：00～。同時申し込みは1人2つまでになり、申し込み順となります。費用を添えてお申し込みください。

夏休みこども映画会
［日　時］ 8月3日土15：00～16：00　
［対　象］ 市内在住幼児～小学生 ［費　用］ 無料　　
［内　容］ 上映作品①ミッキーマウス
 　　　　②こぎつねの交通安全
 　　　　③ちびまる子ちゃん ヨッちゃんの引越し
豊岡福祉センター作品展

［日　時］ 9月14日土～16日月・㊗ 8：30～17：00（16日は、15：00まで）
［内　容］ 定期利用グループの活動の成果を展示
 （筆ペン、パッチワーク、書道、生け花、パソコン、俳画、
 アートクレイクラフト、盆栽など）

おたのしみ会
［日　時］ 8月22日木10：00～13：00
［対　象］ 市内在住の5歳～小学生 ［定　員］ 20名
［費　用］ 500円（受付時にご持参ください）
［内　容］ ゲーム遊び、おにぎり作り、映写会 他
［受　付］ 7月6日土 8：30～　申し込み順

ビーズクラフト教室
［日　時］ 7月25日木 9：30～11：30
［対　象］ 市内在住小学生 ［定　員］ 15人
［費　用］ 500円（受付時にご持参下さい） ［内　容］ ビーズを使った小物作り
［受　付］ 7月6日土 8：30～申し込み順

サマーカーニバル（共催：東郷地区自治会連合会）
［日　時］ 7月14日日 13：00～
［内　容］ 焼きそば・焼き鳥・フランクフルト・綿菓子・かき氷
 ジュース・ビンゴゲーム等 
クラフトバンドで作ろう！！
［日　時］7月31日水 10：00～12：00
［対　象］ 市内小学生
［定　員］ 30人
［費　用］ 500円（受付時にご持参ください）
［内　容］ クラフトバンドで作る
 ねずみの小物入れ

［受　付］ 7月6日土 9：00～ 申し込み順

夏休みわくわく工作
［日　時］ 8月6日火 9：30～11：30
［対　象］ 市内小学生 ［定　員］ 20人
［費　用］ 400円（受付時にご持参ください）
［受　付］ 7月6日土 9：00～ 申し込み順 

ディキャンプ
［日　時］ 8月20日火 13：30～18：30
［対　象］ 市内小学生 ［定　員］ 30人
［費　用］ 500円と米1合
 （受付時にご持参ください）

［内　容］ 簡単な野外調理
［受　付］ 7月6日土 9：00～ 申し込み順

お菓子作り教室
［日　時］ 9月26日木・11月17日日
 9：30～13：00

［対　象］ 市内在住一般
［定　員］ 各日16名
［費　用］ 800円程度
 （受付時にご持参ください）

［受　付］ 9月4日水 9：00～ 申し込み順
 （各日ごとの受付になります。）

夏休みは
楽しいイベントが
いっぱい！

夏休みは
楽しいイベントが
いっぱい！

●子ども用防災頭巾は、学童クラブにて使われます。
●毛糸は、「すずらんの会」により、ひざ掛けとして
　編まれ、一人暮らしの高齢者や、市内福祉施設などに
　届けています。

●毎週水曜日／９：００～１５：００
●総合市民センター　３階　相談室

●認知症高齢者や障がいのある方へ、日常的な金銭管理、
　福祉サービスの利用援助に関する相談（執務時間内）
　【お問い合わせ】 もばら広域後見支援センター

心配ごと
相  談

●７／２４ ・ ８／２８ ・ ９／２５
　１３：００～１６：００（予約制）
●総合市民センター　２階　会議室

無料法律
相  談

●9／２７　10：００～１５：００
●総合市民センター　３階　相談室

ボランティア
相  談

●毎週火 ・ 水 ・ 金曜日　１３：００～１６：００
●総合市民センター　１階　生活相談室健康相談

金銭管理等に
関する相談

※市の健康診断期間中は、お休みします。

募集

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

■業務内容 児童（小学校低学年）の保育
■募集要件 体力に自信のある方
■雇用期間 平成２５年７月２０日土～同年８月３１日土
■勤務日時 月曜～土曜　７：４５～１９：0０のうち、
 １日６時間程度、週３日以上勤務可能な方

学 童 保 育
臨時指導員

（パート）

学 童 保 育
臨時指導員

（パート）

急
募

■給　　料 時給８５０円
■勤 務 地 総合市民センター、
 東郷・二宮福祉センターのいずれか
■募集人数 各若干名
■選考内容 書類選考及び面接
■面 接 日 ７月５日金

子ども用防災頭巾・毛糸を探しています
中古のものでも構いません。ご寄付をお願いいたします。

【受付窓口】 当協議会(総務課)、各福祉センター

寄 付 の
使われ方

七夕まつり飾り制作に
ご協力をお願いたします！

７月７日日まで

飲み終わったペットボトル（いろはすなどの潰しやすいもの）

募集期日

募集物品

当協議会、各福祉センター窓口募集場所

※作品は七夕まつり期間中、榎町商店街に展示いたします。

当協議会では、今年も茂原市七夕まつり飾りに
参加いたします！ 今年は潰しやすいペットボトルを使って、
ペットボトルアートを制作しますので、ご寄付をお願いいたします。

夏期休業中の児童をお預かりするにあたり、
臨時指導員を募集します。

社福もばら
2013.7.1
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社会福祉協議会では、
東日本大震災による被災地の
復興を支援しています。

社会福祉協議会では、
東日本大震災による被災地の
復興を支援しています。


