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❹ 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

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。）

●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

●毎月1回水曜日（10/23・11/27・12/18・1/22）
　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

●毎月1回金曜日（10/25・11/22・1/24）
　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

※12月はお休みします。相談日以外でもご相談受け付けております。

　当協議会では、リサイクルとエコをテーマに使用済みのペットボト
ルやキャップを利用した「モバりんリサイクルアート」を七夕まつり
装飾コンテストに出展し、特選三席を受賞することができました。
　ペットボトルを潰したり切ったりと加工することで、立体的でＬＥＤ
ライトの光がより輝くよう仕上げることができました。ペットボトル
やキャップの収集にご協力頂いた皆さまありがとうございました。

七夕飾りへの制作にご協力ありがとうございました七夕飾りへの制作にご協力ありがとうございました

　公益財団法人日本財団より、訪問介護事業所にヘル
パー車が助成されました。車両側面の両手を上げている
ようなマークは、「みんながみんなを支える」という意味
があるそうです。私たちも、高齢者や障がいのある方が住
み慣れた地域で安心して生活できるよう、このヘルパー
車を活用し、サポートに努めていきたいと思います。

「ヘルパー車」でGO！「ヘルパー車」でGO！

ご家庭に眠っていませんか？

●子ども用防災頭巾は、学童クラブで使用します。
●タオルは、「もろぎぬの会」により、
　雑巾として縫われ、市内福祉施設などに届けています。

子ども用防災頭巾・タオルを探しています。
中古のものでも構いません。ご寄付をお願いいたします。
寄付の
使われ方

【受付窓口】 当協議会（総務課）

募 集

【お問い合わせ】 当協議会（総務課）

【受付窓口】 総合市民センター／各福祉センター／市役所／本納支所
【お問い合わせ】 千葉県共同募金会茂原市支会（当協議会内）

illustration by（Kenji） ©Crypton Future Media,INC.www.piapro.net

家庭で

職場で 街頭で

学校で

※助成の詳しい内容は、赤い羽根データベース
　「はねっと」をご覧ください。

じぶんのまちをよくするしくみ。
　昭和２２年から行われている「赤い羽根共同募金運動」が、今年も１０月から全国一斉にスタート
します。
　共同募金は、募金活動を行った市町村に約７割が還元される仕組みになっており、民間福祉団体
の活動を支えるとともに、“もばらの地域福祉”に役立てられています。
　運動期間中は、市内各所にて様々な募金活動を行いますので、皆さまのご理解とご協力をお願
いいたします。
　また、１２月からは、集まった募金の全額が茂原市の地域福祉活動に還元される「歳末たすけあい
募金運動」も実施されますので、あわせて皆さまのご協力をお願いいたします。

平成25年度配分計画

検 索はねっと

第24回 茂原市社会福祉大会

七夕飾り

助成されたヘルパー車

地域の福祉ニーズを把握し、使い道の計画を立ててから、
必要な額（目標額）を定めて募金を集めます。

赤い羽根募金３つ の特徴 計画を立ててから募金を集めます

地域で集めた募金は、その約7割が翌年度に
社会福祉協議会に配分され、地域福祉に役立てられます。

募金は集めた地域で使われます
募金額の一部を積立て、大規模災害が発生した際に
災害ボランティアセンターの運営費として使われます。

被災地・被災者支援にも使われます

平成24年度 茂原市での募金額 9,445,540円

など茂原市内の福祉活動を支援します

■長寿クラブ助成や安全ステッキの寄贈など高齢者支援 385千円
■障がい者団体の活動支援 624千円
■児童養護施設・交通遺児など子どもたちへの支援 430千円
■ボランティア団体の活動支援 490千円
■生活困窮者・地区社協助成など地域福祉活動支援 4,567千円

など県内の福祉活動を支援します

千葉県共同募金会へ全額送金

茂原市社会福祉協議会から福祉団体へ 6,496,000円
■高齢者・障がい者通所施設の送迎用車輌費用助成
■民間福祉施設・団体の機器購入・備品費用助成
■障がい者・難病者団体の活動支援
■自殺・虐待・いじめ等の取り組みに対する助成
■災害ボランティアセンター運営費助成

千葉県共同募金会から福祉団体へ　2,949,540円

入場無料・入退場自由

平成２５年10月19日土
１３：００～１６：００

日 時

場 所
主 催

茂原市総合市民センター
茂原市社会福祉協議会

共 催
内 容

茂原市
●社会福祉功労者顕彰
●福祉活動発表
 ○児童センター（親子で遊ぶ会）
 　「親子ダンス発表会」
 ○ファザーリング・ジャパンちば
 　「父親であることを楽しもう」

NHK教育「となりの子育て」「ハートネットTV」出演
著書「よっつめの約束」（主婦の友社）

「松本ぷりっつ×高野優子育てバッチコイ！」（竹書房）

育児漫画家・絵本作家　高野　優 氏
～みんなで子育てたのしまなくっちゃ！～

手話通訳・託児サービス有
会場はバリアフリー

駐車場有

記念講演

まんが de 子育てトーク

当日書籍ご購入者限定！
講演終了後サイン会を開催します。

一緒に活動しませんか？
東郷ボランティア会メンバー募集

活動日時
活動場所 東郷福祉センター

月３回 水曜日 １３：００～１５：００

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

　ひとり暮らしの高齢者などの方々に、手作りのお弁当をつ
くり、お届けしています！福祉こどもまつりや共同募金の街頭
募金、東郷地区の行事などに協力しています。

※講演会では、会場内での写真・ビデオ撮影、音声の録音はご遠慮下さい。
※漫画を描きながらの講演会です。

社福もばら
2013.10.1

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.102

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100号突破記念③

ココアクッキー
作り

　8月20日、小学生を対象にディキャンプを開催
しました。中高生のボランティアも加わり、飯ごう
炊飯にカレー作り、フルーツポンチにトルティー
ヤ、そして釜戸作りも子ども達で、一生懸命取り
組みました。そして待
ちに待った夕食、ちょっ
ぴりこげたご飯もごち
そうです。
　暑い夏の1日、子ども
達の笑顔はとても輝い
てみえました。

ふたりの愛は変わらない いつまでもふたりの愛は変わらない いつまでも

♥善意ありがとうございました♥

寄付金　総額 298,066円寄付金　総額 298,066円

物  品物  品

●民謡原田会原田直輝 53,950円　●木崎東泉寺青葉まつり実行委員会 51,500円
●鳶大塚組大塚正美 1,000円　　●実用筆ペンクラブ 5,227円
●民謡舞踊おたのしみ会 代表 田辺嗣諷 10,000円　●㈱竹りん 10,000円
●NPOふるさと未来ネットワーク 12,727円　●金坂医院 150,000円　●匿名２件

いただいた寄付は社会福祉の推進のため、大切に使わせていただきます。
受付期間 ： 平成２５年6月１日～平成２５年8月３１日 （順不同：敬称略）

●ＡＳＡ新茂原　80円切手140枚　使用済切手4,500枚
●東郷地区自治会長連合会　スリッパ100足　●あやめ卓球クラブ　使用済切手557枚
●もろぎぬの会　雑巾585枚　●ＡＳＡ茂原　使用済切手1,250枚
●蕨 直邦　米150㎏　●ボーイスカウト茂原第２団　使用済切手18㎏

楽しいおもちゃがいっぱい

　おもちゃ図書館は、沢山のおもちゃを用意し、障がいのある子もない
子も、ともに遊び、交流する場所として活動を行っています。
　子ども達や親に温かく接するボランティアの岡崎さんは「子ども達は
初めてがいっぱいで、不安や恐れをもつ子もいます。安心して過ごせる
ように、徐々に信頼関係を築くことを心掛けています。子ども達からは、
大勢の中で遊びながら、おもちゃの遊び方や友達の存在を知り、子ども
自身で不安や恐れを解消し、成長していく姿を感じています。」
　また、遊びに来ている方からは「沢山のおもちゃとボランティアさんに
囲まれながら、いつも楽しく遊んでいます。」少子化や核家族化により、
子育ての不安や孤立化は増えている中で、おもちゃ図書館は、地域で暮
らす親子が自由に訪れることが出来る場所、そして、沢山のおもちゃと笑
顔溢れるボランティアが暖かく待っている場所です。ここで過ごす時間
は、一人で子どもの遊びを見るのではなく、
親とボランティアが一緒に子ども達の遊びを
見守ります。沢山の人々が見守る中で、子ど
も達は安心して遊ぶことができ、すくすくと
成長することができます。
　地域で、子ども達の成長を安心して見守
ることのできる場所として、おもちゃ図書館
は活動しています。

　夏の体験ボランティア（通称『夏ボラ』）は、ボランティア活動に関心が
あっても、なかなか機会がないという方々のために、夏休みの期間、市内
の福祉施設やボランティア団体などの協力により、40の体験プログラム
を行いました。その中から関心のあるものを選び、小学4年生以上の466
名の方々にボランティア体験をしていただきました。
　市内の福祉施設で高齢者と折り紙で鶴を折ったり、ボランティア団体
の活動に参加し、点字を読んで打つ体験などを行い、参加者からは「不
安や緊張があったけど体験ができて良かった」「『ありがとう』と言ってく
れたことがうれしかった」などの感想をいただきました。
　この体験を通して、よりボランティア活動に関心を持っていただける
ことを願っています。また、ボランティアに参加したい方、ボランティアに
ついてもっと知りたい方の相談も常時受け付けていますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。

　夏の体験ボランティア（通称『夏ボラ』）は、ボランティア活動に関心が
あっても、なかなか機会がないという方々のために、夏休みの期間、市内
の福祉施設やボランティア団体などの協力により、40の体験プログラム
を行いました。その中から関心のあるものを選び、小学4年生以上の466
名の方々にボランティア体験をしていただきました。
　市内の福祉施設で高齢者と折り紙で鶴を折ったり、ボランティア団体
の活動に参加し、点字を読んで打つ体験などを行い、参加者からは「不
安や緊張があったけど体験ができて良かった」「『ありがとう』と言ってく
れたことがうれしかった」などの感想をいただきました。
　この体験を通して、よりボランティア活動に関心を持っていただける
ことを願っています。また、ボランティアに参加したい方、ボランティアに
ついてもっと知りたい方の相談も常時受け付けていますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。

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
～ALL FOR KIDS！！みんなですくすく子育て！！～～ALL FOR KIDS！！みんなですくすく子育て！！～

社福もばら１００号記念シリーズ第３回目は、
おもちゃ図書館をご紹介します。

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

　平成18年1月に発足してから7年半になります。現在は、会員13名で、
高齢者福祉施設や個人宅等を月1～2回訪問し、利用者の方と日常生活
のお話や、若かりし頃のお話などを伺ってい
ます。話をお聴きする際は、話を否定せずに、
ありのまま受け止めて聴くことを心掛けてい
ます。
　話をお聴きした方からは、「話を聴いても
らって良かった」「元気になった」などの声を
頂いています。話を聴く側にとっても、自分自
身の視野や価値観の幅が広がり、コミュニ
ケーション能力が上がるといったことを感じ
ています。また、より充実した活動が行えるよ
う勉強会も行っています。
　活動に興味がある方は、お気軽にお問い合
わせ下さい。

たすけあいサービス始めました

傾聴ボランティア会

ボランティア団体活動紹介

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

　9月5日敬老行事として、市内に在住する結婚50周年を迎えられるご夫
婦に、結婚50周年祝賀会を開催し、48組の方々に出席いただきました。
参加された鋤柄（すきがら）ご夫妻からは、「子ども3人を育て、あっとい
う間の50年間でした。人生は我慢と判断力が大事。けれど、何よりも大切
なのはお互いを譲り合い、思いやる気持ちです
ね。」と話してくれました。また、茂原写友会様の
ご協力により、米寿を迎えられた１４０名の方のご
自宅を訪問し、記念撮影を行いました。9月16
日、市長と当協議会長らが、市内の白寿を迎えた
方や100歳以上の方55名のご自宅を訪問いたし
ました。いつまでも、お元気でお過ごし下さい。

　当協議会では、もばら～めん部会と連携し、地域の活性化を目指す
ために「もばら～めんで茂原を元気に！」プロジェクトを行っています。
　「僕たちにしかできないことは何だろうか」を話合い、「いろいろな人
にもっとら～めんを食べてもらいたい」という思いから、ボランティアで
近隣の福祉施設を訪問し、「もばら～めん」を提供する活動を昨年11月
よりスタートしました。
　活動当初は、僕たちが作ったら～めんを美味しく食べてもらえるかが心
配でしたが、8ヶ所の施設を訪問し、ら～めんを食べて笑顔で「美味しかっ
たよ！」の言葉をいただくことができました。
　この言葉を励みに、一杯のら～めんを楽し
みに待ってくれている人がいる限り、活動を
続けていきたいと思っています。

僕たちにできること
ら～めん施設訪問

もばら～めん部

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

市内福祉施設、事業所等ご希望がありましたら、
当協議会までご相談ください。

茂原おもちゃ図書館
壊れたおもちゃが、元気になるように、
優しいおもちゃドクターが治療（修理）しています。

第２・４土曜日 １４時～１６時
場所：東郷福祉センター

同日開催 おもちゃの病院

体験ボランティア

点字を読んだよ七夕まつりの清掃ボランティア

使用済切手を整理！福祉施設で折り紙をおりました

夏夏だ！！
レポート

　萩原町自治会をモデル地域として、「萩の里たすけあいサービス（有
償の在宅サービス）」を始めました。このサービスは、9月から当協議会
と北部地区社会福祉協議会で試験的に開始したもの
で、「誰もが心豊かに暮らしていける地域社会づくり
をめざす」ことを目的に、日常生活で支援が必要とさ
れる方々の買い物や草むしりといった生活のお手伝
いを行っています。
　今後は、サービスを順次拡大していくことを予定し
ています。

敬老行事

寄り添ってお話を聞く様子

　KODOMO’Sキッチンは8月8、9日の2回に分けて行わ
れ、1回目の料理教室では20名が参加し、サラダパン・明太
子入りジャガ芋コロッケ春巻き・ブルーベリーシェイク作り。
2回目のお菓子作りでは16名が参加しココアクッキーと杏
仁豆腐を作りました。
 合計36名の小学生が参加し、料理の基本や専門知識を学
びながら、自分たちで上手にアレンジして作りました。もち
ろん最後は、みんなで試食！！各テーブルから「おいしい」の
声が溢れました。

五郷福祉センター（☎25-7880）

五郷福祉センター

    クリスマス！！ わいわいパーティ
［日　時］ 12月14日土 10:00～13:00
［場　所］ 五郷福祉センター（1階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 20名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ クリスマスミニセレモニー、ゲーム、
 プレゼント交換、楽しいランチ

［持ち物］ 300円程度のプレゼント（当日持参）
［受　付］ 11月10日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

    クリスマス！！ わいわいパーティ
［日　時］ 12月14日土 10:00～13:00
［場　所］ 五郷福祉センター（1階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 20名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ クリスマスミニセレモニー、ゲーム、
 プレゼント交換、楽しいランチ

［持ち物］ 300円程度のプレゼント（当日持参）
［受　付］ 11月10日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

KODOMO’Sキッチン
　小学生を対象にお楽しみ会を
8月22日に開催しました。
　チョコパフェやおにぎりを作り、
ゲームでは、フルーツバスケット・
手つなぎフープ渡しゲーム等で、
楽しく遊びました！！初めて会うお
友達ともあっという間に仲良くな
り、おいしく食べてにぎやかに楽
しく過ごした1日でした！

お楽しみ会

豊田福祉センター（☎26-1105）

豊田福祉センター

    わくドキッ！ クリスマスパーティー
［日　時］ 12月14日土 10:00～12:00
［場　所］ 豊田福祉センター（2階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　小学生
［定　員］ 50名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム・プレゼント交換
 軽食（ケーキトッピング他）

［持ち物］ 300円程度のプレゼント（当日持参）
［受　付］ 11月16日土 9：00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

総合市民センター（☎24-9511）

総合市民センター

    ちびっこ親子のクリスマス会
［日　時］ 12月6日金 13:30～15:00
［場　所］ 総合市民センター（4階 大ホール）
［対　象］ 0～4歳児までの親子
［定　員］ なし（自由参加）
［参加費］ 無料
［持ち物］ 300円程度のプレゼント、敷物、おやつ、飲み物
 ※当日は13時15分までに受付をして下さい。
 　プレゼントは交換しますので、必ずお持ちください
 ※駐車場には限りがありますので、ご了承下さい。

    ハッピークリスマス・2013♪
［日　時］ 12月7日土 10:00～12:00
［場　所］ 総合市民センター（4階 大ホール）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 60名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム、おやつパーティー他
［受　付］ 11月16日土 9:00～
 ※参加費を添えて
 　お申し込み下さい。

    ハッピークリスマス・2013♪
［日　時］ 12月7日土 10:00～12:00
［場　所］ 総合市民センター（4階 大ホール）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 60名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム、おやつパーティー他
［受　付］ 11月16日土 9:00～
 ※参加費を添えて
 　お申し込み下さい。

二宮福祉センター（☎26-3740）

二宮福祉センター

    ☆わいわい☆クリスマスパーティー
［日　時］ 12月21日土 10:00～13:00
［場　所］ 二宮福祉センター（2階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　小学生
［定　員］ 30名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム、おやつパーティー他
［持ち物］ 上履き、手提げ袋
［受　付］ 11月16日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

デイキャンプ

飯ごう炊飯に挑戦！

　8月24日に、小学生を対象にふれあい卓球を開
催しました。二宮福祉センターでサークル活動を
しているグループの皆さんに、ラケットの持ち方
やボールの打ち方などを丁寧に教えてもらいま
した。
　指導者の方々と卓球
をする子ども達はとて
もいきいきとしてい
て、大人と子どもが卓
球を通じてふれあう楽
しい1日となりました。 ふれあい卓球

　8月24日に、小学生を対象に陶芸教室が開催し
ました。講師に、「らんぼう窯」の鈴木先生をむか
え、小皿やカップ、箸など思い思いに好きな物を
作りました。模様
や絵付けも個性
的に世界で1つだ
けの作品が出来
ました。
　 焼き上 がりを
みんな楽しみに
しています。

陶芸教室

みんなで作品づくり

東郷福祉センター（☎25-5882）

東郷福祉センター

    クリスマス会
［日　時］ 12月14日土 10:00～13:00
［場　所］ 東郷福祉センター（1階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　小学生
［定　員］ 30名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲームあそび、ビンゴ他
［持ち物］ 上履き、飲み物
［受　付］ 11月9日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

ふれあい卓球

福祉センター　Information
Report ～楽しかった夏休み～

Event ～イベント情報～

手つなぎフープ渡しゲーム
サラダパン
作り

結婚５０周年祝賀会

災害時のボランティア活動に
参加しませんか？

　茂原市及び近隣市町村で大地震などの災害が発生したときに
は、瓦礫や土砂の撤去、お年寄りや体の不自由な方の介護、避難
所の運営、炊き出し、応急手当など、多岐にわたるボランティア
活動が、被災された方々の大きな
支えとなります。　
　当協議会では、災害時に災害ボ
ランティア活動を行う意欲のある
個人又は団体を事前に登録する
「茂原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
に備えます。是非ご登録ください！

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

9月2日に発生した竜巻により設置された
野田市災害ボランティアセンター

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）
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社福もばら No.102 社福もばら No.102

社福もばら100号突破記念③

ココアクッキー
作り

　8月20日、小学生を対象にディキャンプを開催
しました。中高生のボランティアも加わり、飯ごう
炊飯にカレー作り、フルーツポンチにトルティー
ヤ、そして釜戸作りも子ども達で、一生懸命取り
組みました。そして待
ちに待った夕食、ちょっ
ぴりこげたご飯もごち
そうです。
　暑い夏の1日、子ども
達の笑顔はとても輝い
てみえました。

ふたりの愛は変わらない いつまでもふたりの愛は変わらない いつまでも

♥善意ありがとうございました♥

寄付金　総額 298,066円寄付金　総額 298,066円

物  品物  品

●民謡原田会原田直輝 53,950円　●木崎東泉寺青葉まつり実行委員会 51,500円
●鳶大塚組大塚正美 1,000円　　●実用筆ペンクラブ 5,227円
●民謡舞踊おたのしみ会 代表 田辺嗣諷 10,000円　●㈱竹りん 10,000円
●NPOふるさと未来ネットワーク 12,727円　●金坂医院 150,000円　●匿名２件

いただいた寄付は社会福祉の推進のため、大切に使わせていただきます。
受付期間 ： 平成２５年6月１日～平成２５年8月３１日 （順不同：敬称略）

●ＡＳＡ新茂原　80円切手140枚　使用済切手4,500枚
●東郷地区自治会長連合会　スリッパ100足　●あやめ卓球クラブ　使用済切手557枚
●もろぎぬの会　雑巾585枚　●ＡＳＡ茂原　使用済切手1,250枚
●蕨 直邦　米150㎏　●ボーイスカウト茂原第２団　使用済切手18㎏

楽しいおもちゃがいっぱい

　おもちゃ図書館は、沢山のおもちゃを用意し、障がいのある子もない
子も、ともに遊び、交流する場所として活動を行っています。
　子ども達や親に温かく接するボランティアの岡崎さんは「子ども達は
初めてがいっぱいで、不安や恐れをもつ子もいます。安心して過ごせる
ように、徐々に信頼関係を築くことを心掛けています。子ども達からは、
大勢の中で遊びながら、おもちゃの遊び方や友達の存在を知り、子ども
自身で不安や恐れを解消し、成長していく姿を感じています。」
　また、遊びに来ている方からは「沢山のおもちゃとボランティアさんに
囲まれながら、いつも楽しく遊んでいます。」少子化や核家族化により、
子育ての不安や孤立化は増えている中で、おもちゃ図書館は、地域で暮
らす親子が自由に訪れることが出来る場所、そして、沢山のおもちゃと笑
顔溢れるボランティアが暖かく待っている場所です。ここで過ごす時間
は、一人で子どもの遊びを見るのではなく、
親とボランティアが一緒に子ども達の遊びを
見守ります。沢山の人々が見守る中で、子ど
も達は安心して遊ぶことができ、すくすくと
成長することができます。
　地域で、子ども達の成長を安心して見守
ることのできる場所として、おもちゃ図書館
は活動しています。

　夏の体験ボランティア（通称『夏ボラ』）は、ボランティア活動に関心が
あっても、なかなか機会がないという方々のために、夏休みの期間、市内
の福祉施設やボランティア団体などの協力により、40の体験プログラム
を行いました。その中から関心のあるものを選び、小学4年生以上の466
名の方々にボランティア体験をしていただきました。
　市内の福祉施設で高齢者と折り紙で鶴を折ったり、ボランティア団体
の活動に参加し、点字を読んで打つ体験などを行い、参加者からは「不
安や緊張があったけど体験ができて良かった」「『ありがとう』と言ってく
れたことがうれしかった」などの感想をいただきました。
　この体験を通して、よりボランティア活動に関心を持っていただける
ことを願っています。また、ボランティアに参加したい方、ボランティアに
ついてもっと知りたい方の相談も常時受け付けていますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。

　夏の体験ボランティア（通称『夏ボラ』）は、ボランティア活動に関心が
あっても、なかなか機会がないという方々のために、夏休みの期間、市内
の福祉施設やボランティア団体などの協力により、40の体験プログラム
を行いました。その中から関心のあるものを選び、小学4年生以上の466
名の方々にボランティア体験をしていただきました。
　市内の福祉施設で高齢者と折り紙で鶴を折ったり、ボランティア団体
の活動に参加し、点字を読んで打つ体験などを行い、参加者からは「不
安や緊張があったけど体験ができて良かった」「『ありがとう』と言ってく
れたことがうれしかった」などの感想をいただきました。
　この体験を通して、よりボランティア活動に関心を持っていただける
ことを願っています。また、ボランティアに参加したい方、ボランティアに
ついてもっと知りたい方の相談も常時受け付けていますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。

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
～ALL FOR KIDS！！みんなですくすく子育て！！～～ALL FOR KIDS！！みんなですくすく子育て！！～

社福もばら１００号記念シリーズ第３回目は、
おもちゃ図書館をご紹介します。

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

　平成18年1月に発足してから7年半になります。現在は、会員13名で、
高齢者福祉施設や個人宅等を月1～2回訪問し、利用者の方と日常生活
のお話や、若かりし頃のお話などを伺ってい
ます。話をお聴きする際は、話を否定せずに、
ありのまま受け止めて聴くことを心掛けてい
ます。
　話をお聴きした方からは、「話を聴いても
らって良かった」「元気になった」などの声を
頂いています。話を聴く側にとっても、自分自
身の視野や価値観の幅が広がり、コミュニ
ケーション能力が上がるといったことを感じ
ています。また、より充実した活動が行えるよ
う勉強会も行っています。
　活動に興味がある方は、お気軽にお問い合
わせ下さい。

たすけあいサービス始めました

傾聴ボランティア会

ボランティア団体活動紹介

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

　9月5日敬老行事として、市内に在住する結婚50周年を迎えられるご夫
婦に、結婚50周年祝賀会を開催し、48組の方々に出席いただきました。
参加された鋤柄（すきがら）ご夫妻からは、「子ども3人を育て、あっとい
う間の50年間でした。人生は我慢と判断力が大事。けれど、何よりも大切
なのはお互いを譲り合い、思いやる気持ちです
ね。」と話してくれました。また、茂原写友会様の
ご協力により、米寿を迎えられた１４０名の方のご
自宅を訪問し、記念撮影を行いました。9月16
日、市長と当協議会長らが、市内の白寿を迎えた
方や100歳以上の方55名のご自宅を訪問いたし
ました。いつまでも、お元気でお過ごし下さい。

　当協議会では、もばら～めん部会と連携し、地域の活性化を目指す
ために「もばら～めんで茂原を元気に！」プロジェクトを行っています。
　「僕たちにしかできないことは何だろうか」を話合い、「いろいろな人
にもっとら～めんを食べてもらいたい」という思いから、ボランティアで
近隣の福祉施設を訪問し、「もばら～めん」を提供する活動を昨年11月
よりスタートしました。
　活動当初は、僕たちが作ったら～めんを美味しく食べてもらえるかが心
配でしたが、8ヶ所の施設を訪問し、ら～めんを食べて笑顔で「美味しかっ
たよ！」の言葉をいただくことができました。
　この言葉を励みに、一杯のら～めんを楽し
みに待ってくれている人がいる限り、活動を
続けていきたいと思っています。

僕たちにできること
ら～めん施設訪問

もばら～めん部

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

市内福祉施設、事業所等ご希望がありましたら、
当協議会までご相談ください。

茂原おもちゃ図書館
壊れたおもちゃが、元気になるように、
優しいおもちゃドクターが治療（修理）しています。

第２・４土曜日 １４時～１６時
場所：東郷福祉センター

同日開催 おもちゃの病院

体験ボランティア

点字を読んだよ七夕まつりの清掃ボランティア

使用済切手を整理！福祉施設で折り紙をおりました

夏夏だ！！
レポート

　萩原町自治会をモデル地域として、「萩の里たすけあいサービス（有
償の在宅サービス）」を始めました。このサービスは、9月から当協議会
と北部地区社会福祉協議会で試験的に開始したもの
で、「誰もが心豊かに暮らしていける地域社会づくり
をめざす」ことを目的に、日常生活で支援が必要とさ
れる方々の買い物や草むしりといった生活のお手伝
いを行っています。
　今後は、サービスを順次拡大していくことを予定し
ています。

敬老行事

寄り添ってお話を聞く様子

　KODOMO’Sキッチンは8月8、9日の2回に分けて行わ
れ、1回目の料理教室では20名が参加し、サラダパン・明太
子入りジャガ芋コロッケ春巻き・ブルーベリーシェイク作り。
2回目のお菓子作りでは16名が参加しココアクッキーと杏
仁豆腐を作りました。
 合計36名の小学生が参加し、料理の基本や専門知識を学
びながら、自分たちで上手にアレンジして作りました。もち
ろん最後は、みんなで試食！！各テーブルから「おいしい」の
声が溢れました。

五郷福祉センター（☎25-7880）

五郷福祉センター

    クリスマス！！ わいわいパーティ
［日　時］ 12月14日土 10:00～13:00
［場　所］ 五郷福祉センター（1階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 20名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ クリスマスミニセレモニー、ゲーム、
 プレゼント交換、楽しいランチ

［持ち物］ 300円程度のプレゼント（当日持参）
［受　付］ 11月10日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

    クリスマス！！ わいわいパーティ
［日　時］ 12月14日土 10:00～13:00
［場　所］ 五郷福祉センター（1階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 20名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ クリスマスミニセレモニー、ゲーム、
 プレゼント交換、楽しいランチ

［持ち物］ 300円程度のプレゼント（当日持参）
［受　付］ 11月10日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

KODOMO’Sキッチン
　小学生を対象にお楽しみ会を
8月22日に開催しました。
　チョコパフェやおにぎりを作り、
ゲームでは、フルーツバスケット・
手つなぎフープ渡しゲーム等で、
楽しく遊びました！！初めて会うお
友達ともあっという間に仲良くな
り、おいしく食べてにぎやかに楽
しく過ごした1日でした！

お楽しみ会

豊田福祉センター（☎26-1105）

豊田福祉センター

    わくドキッ！ クリスマスパーティー
［日　時］ 12月14日土 10:00～12:00
［場　所］ 豊田福祉センター（2階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　小学生
［定　員］ 50名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム・プレゼント交換
 軽食（ケーキトッピング他）

［持ち物］ 300円程度のプレゼント（当日持参）
［受　付］ 11月16日土 9：00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

総合市民センター（☎24-9511）

総合市民センター

    ちびっこ親子のクリスマス会
［日　時］ 12月6日金 13:30～15:00
［場　所］ 総合市民センター（4階 大ホール）
［対　象］ 0～4歳児までの親子
［定　員］ なし（自由参加）
［参加費］ 無料
［持ち物］ 300円程度のプレゼント、敷物、おやつ、飲み物
 ※当日は13時15分までに受付をして下さい。
 　プレゼントは交換しますので、必ずお持ちください
 ※駐車場には限りがありますので、ご了承下さい。

    ハッピークリスマス・2013♪
［日　時］ 12月7日土 10:00～12:00
［場　所］ 総合市民センター（4階 大ホール）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 60名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム、おやつパーティー他
［受　付］ 11月16日土 9:00～
 ※参加費を添えて
 　お申し込み下さい。

    ハッピークリスマス・2013♪
［日　時］ 12月7日土 10:00～12:00
［場　所］ 総合市民センター（4階 大ホール）
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 60名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム、おやつパーティー他
［受　付］ 11月16日土 9:00～
 ※参加費を添えて
 　お申し込み下さい。

二宮福祉センター（☎26-3740）

二宮福祉センター

    ☆わいわい☆クリスマスパーティー
［日　時］ 12月21日土 10:00～13:00
［場　所］ 二宮福祉センター（2階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　小学生
［定　員］ 30名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲーム、おやつパーティー他
［持ち物］ 上履き、手提げ袋
［受　付］ 11月16日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

デイキャンプ

飯ごう炊飯に挑戦！

　8月24日に、小学生を対象にふれあい卓球を開
催しました。二宮福祉センターでサークル活動を
しているグループの皆さんに、ラケットの持ち方
やボールの打ち方などを丁寧に教えてもらいま
した。
　指導者の方々と卓球
をする子ども達はとて
もいきいきとしてい
て、大人と子どもが卓
球を通じてふれあう楽
しい1日となりました。 ふれあい卓球

　8月24日に、小学生を対象に陶芸教室が開催し
ました。講師に、「らんぼう窯」の鈴木先生をむか
え、小皿やカップ、箸など思い思いに好きな物を
作りました。模様
や絵付けも個性
的に世界で1つだ
けの作品が出来
ました。
　 焼き上 がりを
みんな楽しみに
しています。

陶芸教室

みんなで作品づくり

東郷福祉センター（☎25-5882）

東郷福祉センター

    クリスマス会
［日　時］ 12月14日土 10:00～13:00
［場　所］ 東郷福祉センター（1階 軽運動室）
［対　象］ 市内在住　小学生
［定　員］ 30名（先着順）
［参加費］ 500円
［内　容］ ゲームあそび、ビンゴ他
［持ち物］ 上履き、飲み物
［受　付］ 11月9日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

ふれあい卓球

福祉センター　Information
Report ～楽しかった夏休み～

Event ～イベント情報～

手つなぎフープ渡しゲーム
サラダパン
作り

結婚５０周年祝賀会

災害時のボランティア活動に
参加しませんか？

　茂原市及び近隣市町村で大地震などの災害が発生したときに
は、瓦礫や土砂の撤去、お年寄りや体の不自由な方の介護、避難
所の運営、炊き出し、応急手当など、多岐にわたるボランティア
活動が、被災された方々の大きな
支えとなります。　
　当協議会では、災害時に災害ボ
ランティア活動を行う意欲のある
個人又は団体を事前に登録する
「茂原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
に備えます。是非ご登録ください！

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

9月2日に発生した竜巻により設置された
野田市災害ボランティアセンター

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）
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□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

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。）

●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

●毎月1回水曜日（10/23・11/27・12/18・1/22）
　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

●毎月1回金曜日（10/25・11/22・1/24）
　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

※12月はお休みします。相談日以外でもご相談受け付けております。

　当協議会では、リサイクルとエコをテーマに使用済みのペットボト
ルやキャップを利用した「モバりんリサイクルアート」を七夕まつり
装飾コンテストに出展し、特選三席を受賞することができました。
　ペットボトルを潰したり切ったりと加工することで、立体的でＬＥＤ
ライトの光がより輝くよう仕上げることができました。ペットボトル
やキャップの収集にご協力頂いた皆さまありがとうございました。

七夕飾りへの制作にご協力ありがとうございました七夕飾りへの制作にご協力ありがとうございました

　公益財団法人日本財団より、訪問介護事業所にヘル
パー車が助成されました。車両側面の両手を上げている
ようなマークは、「みんながみんなを支える」という意味
があるそうです。私たちも、高齢者や障がいのある方が住
み慣れた地域で安心して生活できるよう、このヘルパー
車を活用し、サポートに努めていきたいと思います。

「ヘルパー車」でGO！「ヘルパー車」でGO！

ご家庭に眠っていませんか？

●子ども用防災頭巾は、学童クラブで使用します。
●タオルは、「もろぎぬの会」により、
　雑巾として縫われ、市内福祉施設などに届けています。

子ども用防災頭巾・タオルを探しています。
中古のものでも構いません。ご寄付をお願いいたします。
寄付の
使われ方

【受付窓口】 当協議会（総務課）

募 集

【お問い合わせ】 当協議会（総務課）

【受付窓口】 総合市民センター／各福祉センター／市役所／本納支所
【お問い合わせ】 千葉県共同募金会茂原市支会（当協議会内）

illustration by（Kenji） ©Crypton Future Media,INC.www.piapro.net

家庭で

職場で 街頭で

学校で

※助成の詳しい内容は、赤い羽根データベース
　「はねっと」をご覧ください。

じぶんのまちをよくするしくみ。
　昭和２２年から行われている「赤い羽根共同募金運動」が、今年も１０月から全国一斉にスタート
します。
　共同募金は、募金活動を行った市町村に約７割が還元される仕組みになっており、民間福祉団体
の活動を支えるとともに、“もばらの地域福祉”に役立てられています。
　運動期間中は、市内各所にて様々な募金活動を行いますので、皆さまのご理解とご協力をお願
いいたします。
　また、１２月からは、集まった募金の全額が茂原市の地域福祉活動に還元される「歳末たすけあい
募金運動」も実施されますので、あわせて皆さまのご協力をお願いいたします。

平成25年度配分計画

検 索はねっと

第24回 茂原市社会福祉大会

七夕飾り

助成されたヘルパー車

地域の福祉ニーズを把握し、使い道の計画を立ててから、
必要な額（目標額）を定めて募金を集めます。

赤い羽根募金３つ の特徴 計画を立ててから募金を集めます

地域で集めた募金は、その約7割が翌年度に
社会福祉協議会に配分され、地域福祉に役立てられます。

募金は集めた地域で使われます
募金額の一部を積立て、大規模災害が発生した際に
災害ボランティアセンターの運営費として使われます。

被災地・被災者支援にも使われます

平成24年度 茂原市での募金額 9,445,540円

など茂原市内の福祉活動を支援します

■長寿クラブ助成や安全ステッキの寄贈など高齢者支援 385千円
■障がい者団体の活動支援 624千円
■児童養護施設・交通遺児など子どもたちへの支援 430千円
■ボランティア団体の活動支援 490千円
■生活困窮者・地区社協助成など地域福祉活動支援 4,567千円

など県内の福祉活動を支援します

千葉県共同募金会へ全額送金

茂原市社会福祉協議会から福祉団体へ 6,496,000円
■高齢者・障がい者通所施設の送迎用車輌費用助成
■民間福祉施設・団体の機器購入・備品費用助成
■障がい者・難病者団体の活動支援
■自殺・虐待・いじめ等の取り組みに対する助成
■災害ボランティアセンター運営費助成

千葉県共同募金会から福祉団体へ　2,949,540円

入場無料・入退場自由

平成２５年10月19日土
１３：００～１６：００

日 時

場 所
主 催

茂原市総合市民センター
茂原市社会福祉協議会

共 催
内 容

茂原市
●社会福祉功労者顕彰
●福祉活動発表
 ○児童センター（親子で遊ぶ会）
 　「親子ダンス発表会」
 ○ファザーリング・ジャパンちば
 　「父親であることを楽しもう」

NHK教育「となりの子育て」「ハートネットTV」出演
著書「よっつめの約束」（主婦の友社）
「松本ぷりっつ×高野優子育てバッチコイ！」（竹書房）

育児漫画家・絵本作家　高野　優 氏
～みんなで子育てたのしまなくっちゃ！～

手話通訳・託児サービス有
会場はバリアフリー

駐車場有

記念講演

まんが de 子育てトーク

当日書籍ご購入者限定！
講演終了後サイン会を開催します。

一緒に活動しませんか？
東郷ボランティア会メンバー募集

活動日時
活動場所 東郷福祉センター

月３回 水曜日 １３：００～１５：００

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

　ひとり暮らしの高齢者などの方々に、手作りのお弁当をつ
くり、お届けしています！福祉こどもまつりや共同募金の街頭
募金、東郷地区の行事などに協力しています。

※講演会では、会場内での写真・ビデオ撮影、音声の録音はご遠慮下さい。
※漫画を描きながらの講演会です。

社福もばら
2013.10.1

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.102

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。


