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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。

茂原市社協マスコット
「ふくぞう」

茂原市災害ボランティアセンターを設置し、
ボランティアによる支援活動を行いました。
「自分にできることがあれば」の思いがカタチになって…
市内の一部地域は、10月16日の台風26号により、甚大な浸水被害を受けました。
当協議会では、翌日の17日から29日までの12日間、総合市民センター内に「茂原市災害ボ
ランティアセンター」を設置し、ボランティアによる復旧活動を実施しました。
「水に濡れた畳を片付けることができず困っています。」といった被災者からの依頼を受
け、畳上げや家財の移動などを行う、ボランティア活動を100件行いました。延べ374名の
ボランティアが市内外から駆けつけ、活動に参加したボランティアからは「隣の地域が、大き
な被害を受けていて、少しでもできることがあればと思い参加しました。」また、被災者か
らは「ひとりでは、どうすることもできず困り果てていたが、沢山のボランティアさんや地域
の方々にお手伝いをしていただき助かりました。」との声が聞かれました。
運営については、千葉県共同募金会からの助成を受け、行政、関係機関や団体と連携し、
運営を行うことができました。支援活動にご協力いただいたみなさまへ、心よりお礼申し上
げます。
今後もこの経験を活かし、災害ボランティアセンターの体制整備に取り組んでいきます。

※各福祉センターに設置しておりました
茂原市台風災害義援金箱は、

15,817円の義援金が集まりました。

この義援金は、茂原市災害義援金配分委員会での
決定により、被災された方々に配分されます。
ご協力ありがとうござました。

第２回

千葉ロッテマリーンズ福祉野球教室を開催

12月15日日、長生の森公園野球場にて、長生郡市内の障がいのある
方、児童福祉施設の児童、少年野球チームの児童など約260人が集ま
り、千葉ロッテマリーンズ選手とM☆Splashによる福祉野球教室を開
催しました。
プロ野球選手と障がい者や子どもたちが交流をするイベントとして
は、県内唯一のイベントです。憧れのプロ野球選手との対決イベントや
キャッチボール、
トスバッティングなどを元気いっぱいに体験したり、熱
い眼差しで指導をうけました。グラウンドには笑顔や笑い声が溢れ、み
んなで「野球」という1つのスポーツを
楽しみました。
講師陣

ピッチングを教わりました！

大嶺選手・中後選手・西野選手
青松選手・加藤選手

主催 茂原市社会福祉協議会

共催 千葉ロッテマリーンズ茂原後援会

プロ野球選手と対決！

上手にできたね！ハイタッチ！

後援 茂原市

協賛 大多喜ガス株式会社・千葉石油株式会社・茂原商工会議所・冨士機械㈱・双葉電子工業㈱・㈱マックス

東洋ケミカル機工㈱関東事業所・茂原卸商業団地協同組合・関東天然瓦斯開発㈱茂原鉱業所・京葉ロジコ㈱
三井化学㈱茂原分工場・郵便局㈱茂原東郷郵便局・合同資源産業㈱・TOTO ハイリビング㈱茂原工場・茂原青年会議所 敬称略
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みんなでママ友づくり！ 親子で児童センターに遊びに来ませんか？ 各児童センター（各福祉センター）

今年もたくさんの“やさしい気持ち”があつまりました。
̶共同募金運動にご協力いただきありがとうございます。̶
昨年の10月1日～12月31日までの期間、全国一斉に共同募金運動（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）を
実施しました。運動期間中、市民のみなさまにご協力いただき、さまざまな募金活動を行いましたので、その
いくつかをご紹介します。

街頭募金

総額

749,721円

市内店舗やJR茂原駅前にて実施した街頭募金には、茂原市ボランティア連絡協議会を
はじめ、茂原聖マリア幼稚園児、高校生、福祉関係団体など総勢25団体310名にご協力
頂き、赤い羽根（10月実施）215,376円、歳末たすけあい募金（12月実施）534,345円
の募金がよせられました。また、活動場所を提供してくださいました店舗・施設のみな
さまありがとうございました。
【協力団体】順不同・敬称略
東部・中央・西部・北部・五郷・鶴枝・中の島・東郷・豊田・二宮・本納・豊岡・新治・茂原ボランティア会
六点会／みずすまし会／茂原市更生保護女性会／つつじの会／ボーイスカウト茂原第２団
茂原市子ども会リーダーズクラブ／茂原市仏教会／家庭倫理の会茂原支部／茂原聖マリア幼稚園
茂原樟陽高校インターアクト部／茂原高校ＪＲＣ委員会

豊田ボランティア会

【活動場所】順不同・敬称略
アスモ／イオン茂原店／㈱ハヤシ本店／ファミリーマート高師台店／文教堂書店茂原店
ベイシア茂原店／茂原郵便局／ＪＲ茂原駅／長生支庁／茂原市役所

県立茂原高校JRC委員会

まごころ募金

赤い羽根募金箱 95,399円

総額 ８０２，
３０４円

市内の下記店舗・施設に赤い羽根募金箱を設置し、
多くの募金がよせられました。

12月11日、茂原市長寿クラ
ブ連合会より、まごころ募金
が寄贈されました。この募金
は、会員の方が1年間貯めた
1円玉などを歳末たすけあい
募金に寄付していただく活
動です。

【募金箱設置協力店】順不同・敬称略
一心亭／一徹茂原店／江戸前／おおくら／オランダ屋茂原公園前店／㈱アップル茂原店
㈱ヨシヤマーケットプレイス店／ファミリーマート茂原町保店／三軒屋茂原店
７７７ニューみやこ／長生病院売店／ねぎぼうず／不二家茂原下永吉店／ポポラーレ
味噌屋八玄／緑ヶ丘コミュニティーセンター／麺処道／茂原郵便局／㈲一本やり
らいもん茂原店／らみゅーず／ワークマン茂原バイパス店／ウエストエンド
生涯大学外房学園／市内公共施設
茂原市長寿クラブ連合会

赤い羽根共同募金は、よせられた募金の約7割が、翌年度に当協議会へ配分され、市内の様々な福祉活動を支援するために使われています。約3割は、
千葉県全体の福祉課題を解決するために使われています。また、歳末たすけあい募金は、全額が、市内の民間福祉団体の活動支援、低所得・介護・台風
被害世帯などの福祉ニーズを抱える方たちの支援に役立てられます。みなさまのご支援、ご協力ありがとうございました。
■赤い羽根募金の総額並びに募金種別ごとの実績、法人募金協力店舗名等は、
「社福もばら５月１日号」に掲載させて頂きます。
【お問い合わせ】千葉県共同募金会茂原市支会（当協議会内）
社福もばら100号突破記念④

クローズアップ：この街で暮らす
～気持ちに寄り添う～

♥善意ありがとうございました♥
寄付金

シリーズ第４回は、障がいのある方への相談支援を行っている
長生地域生活支援センターの山岡さんに話をうかがいます。

総額

430,689円

●茂原市グラウンドゴルフ協会 11,608円 ●コスモス会 25,870円
●茂原中央カラオケサークル 11,000円 ●小﨑 ムツ子 50,000円
●「土」に親しむ会 5,000円
●中村 静夫 23,993円
●日本ホーリネス教団茂原キリスト協会 75,000円
●萬華楼カラオケ会 26,138円 ●年金者組合長生・茂原支部 3,000円
●千葉県生涯大学校外房学園園芸科2年 20,000円
●五郷盆栽ひょうたん愛好会 71,036円
●茂原市連合婦人会 30,000円 ●白岩パッチワークキルト教室 20,000円
●生涯大学切り絵クラブ 13,000円
●五葉会 12,500円
●匿名10件

長生地域生活支援センターは、茂原駅徒歩3分の場所にあり、主に障がいについて
の相談を受け付ける事業所です。また、障がいのある方の活動の場として、地域活動
支援センターを併設し、障がいのある方が気軽に参加できる料理教室やカラオケ大
会、お出かけ会など、にぎやかに楽しめるレクリエーション活動を行っています。
事業所には、精神保健福祉士を配置し、障がいに関する相談を受け付けています。
ご本人からの相談で多いのは、福祉サービスの利用方法について、就職先や就職活動
についての悩みなど仕事に関する内容です。障害者雇用については、必要に応じて、
障害者就業・生活支援センターとも連携し、相談支援を行っています。
また、これまで誰にも相談できず、意を決して相談に来られるご家族の方も多く、
「病院を受診した方がいいですか？」
「どのように接すればいいですか？」など、ご本人
の体調や生活、将来についての不安を感じていることが伝わってきます。ひとつひと
つの相談をていねいにお聞きし、誰もが気軽に相談できる事業所であることを心が
け、継続した相談支援を行っています。
相談をうかがっていると、障がいのある方やそのご家族の方が、一人で困難を抱えて
いることが非常に多いと感じています。一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
費用は無料です。相談員が不在の場合などもあるので、事前に予約をお願いします。

●あやめ卓球クラブ 使用済切手1,797枚
●興進産業㈱ 使用済切手2,100枚
●金谷 京子 車イス1台、シルバーカー1台
●明治安田生命茂原営業所 タオル62枚 ●もろぎぬの会 雑巾425枚
●木村 重夫 車イス1台 ●伊藤聖子 使用済切手1,000枚
●ASA新茂原 使用済み切手1,500枚 80円切手50枚
●ASA茂原 使用済切手2,300枚
●明治安田生命労働組合千葉支部 雑巾200枚

【お問い合わせ】長生地域生活支援センター
茂原市六ツ野2796-40 ☎0475-44-7797

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９月１日～１２月３１日
（順不同：敬称略）
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福祉センター

Information

Report ～イベントレポート～
ハッピークリスマス
2013♪

二宮福祉センター
☆わいわい☆
クリスマスパーティー

総合市民センター

12月21日に、市内小学生47名でクリスマス会を行いました。

6日は、134名の乳幼児の親子が参加し、エアキューブや影絵を使ったふれ

樟陽高校インターアクト部で活動しているボランティアの
お兄さんお姉さんと一緒に、ジャンケンゲームやからだを動

あい遊びや、サンタさんからプレゼントをもらいました。
7日は、36名の幼児・小学生のお友だちがオリジナルのステンドグラス製作

かしてチーム対抗の陣地取りゲームをして遊びました。ゲー

やゲーム、自分たちでマフィンにデコレーションをし、オリジナルケーキを作り

ムをした後は、みんなで楽しくランチタイム！コロッケパンや

ました。楽しいゲームと出来上がったケーキに、子どもたちは大喜びでした。

ポテト、ケーキを美味しくいただきました。わいわい、沢山の

みんなハッピーな気持ちで、

お友だちと楽しい時間を過ごすことができました。

笑顔があふれる1日になりま
した。

ステンド
グラス
づくり

楽しいゲーム
たくさん
やったよ！

サンタさん
ありがとう

Event ～イベント情報～
ふれあいまつり

春チャレ☆
みんなでティーパーティをしよう♪

［日 時］2月15日土・16日日 9：00～16：00 ［場 所］総合市民センター
［内 容］★15日土・16日日 ○自主グループ作品展
○模擬食堂（焼きそば・とん汁 等）
○お茶会（10：00～15：00）
★15日土のみ ○フォークダンスの集い（9：30～12：15）
○社交ダンスパーティー（12：30～16：00）
★16日日のみ ○芸能発表会（9：00～16：00）
○バザー（芸能発表会午前の部終了後、12：00開始予定）
【お問い合わせ】茂原市総合市民センター

［内
［日
［場
［対
［費
［受

容］ミニカップケーキ作りほか
時］3月8日土10：00～12：30
所］総合市民センター
象］市内小学生 16名（申込み順）
用］600円
付］2月16日日～2月28日金
費用を添えて申込みください。

☎２４-９５１１

ボランティアセンター Information
レッツ・
ボランティア！

地区ボランティアを募集！

地区ボランティアの主な活動は、地域で見守りが必要とされる
ひとり暮らし高齢者などの方々に、手作りのお弁当をお届けしな

募集グループ名

北部ボランティア会

東郷ボランティア会

活動日
時間

毎月３回 水曜
12:00～15:00

毎月３回 水曜
12:30～16:00

主な活動場所

総合市民センター

東郷福祉センター

がら、健康状態や安否確認を行っています。その他、福祉こどもま
つりや共同募金の街頭募金などで活動をしています。当協議会で
は、一緒に活動できる方を募集しています。できることをできる
範囲での活動なので、まずは、お気軽にお問い合わせください。

※その他にも活動しているボランティアグループが多数あります。ご相談ください。

【お問い合わせ】当協議会（地域福祉課）

交通事故による遺児の方へ

お見舞金をお届けいたします

交通事故により、父または母（もしくはそれに代わる保護者）を失った
18歳未満の遺児に対し、交通遺児援護基金（千葉県社会福祉協議会）及
び当協議会によせられた赤い羽根共同募金より、お見舞金をお届けいた
します。対象になる遺児がおられる世帯は、2月6日木までに、当協議会へ
お問い合わせください。

［対象者及び配布物］
①平成26年4月に小学校・中学校へ入学する遺児／勉学奨励金・図書カード
②平成26年3月に中学校を卒業する遺児／激励金及・図書カード
③平成25年2月1日以降、交通遺児となった児童がいる世帯／お見舞金

【お問い合わせ】当協議会（地域福祉課）

❸

ボランティア活動をはじめたい！ を応援します。ボランティア相談随時受付中！

12月6・7日の2日間で、
クリスマス会を行いました。

社福もばら No.103

社 協 情 報 コ ー ナ ー
在宅福祉サービス

相談日・相談内容

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

心配ごと
相 談

●毎週水曜日／９
：
００～１５
：
００
●総合市民センター ３階 相談室

無料法律
相 談

●毎月1回水曜日（2/26・3/26・4/23）
１３
：
００～１６
：
００
（予約制）
●総合市民センター ２階 会議室

ボランティア
相 談
健康相談
金銭管理等に
関する相談

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）

●毎月1回金曜日（2/28・3/28） 10：
００～１５
：
００
●総合市民センター ３階 相談室
※相談日以外でもご相談受け付けております。
お問い合わせ 当協議会（地域福祉課）

●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
●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

福祉作業所
あゆみの家
●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。）

●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。

職員募集

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。）

【募集人数】①東郷福祉センター夜間パート職員（1名）
65歳まで、週4日のシフト制、17：15～21：15、時給1,000円、
（ただし、土日の内週1回、昼間勤務8：30～17：15、時給825円）
②ホームヘルパー
60歳まで、時給1,050円～、週3日以上勤務できる方
【雇用期間】①平成26年4月1日～平成27年3月31日（更新の場合あり）
②採用した日～
【条
件】①普通自動車免許、パソコンの基本操作（ワード･エクセル）
が可能な方
②訪問介護員2級以上、介護職員基礎研修 いずれかの資格
【提出書類】①履歴書、職務経歴書 ②履歴書、資格証の写し
【選考内容】書類選考及び面接
【受
付】平成26年2月3日月～
＊応募の状況により、受付を終了します。
＊ホームヘルパーは、随時対応可。
【お問い合せ･申込先】当協議会（総務課）

【お問い合わせ】あゆみの家

☎２４-９１３５

第22回

「僕らはみんな生き活き展」のお知らせ
茂原市、長生郡、いすみ市、勝浦市の福祉施設及び特別支援学校の
パネル展示（活動紹介）や自主生産品の販売をします。
ぜひご来場ください。

日時 平成26年2月20日木～23日日
10：00～20：00

4日間

場所 茂原ショッピングプラザアスモ
センターコート

社協活動は、みなさまの会費によって支えられています。
□社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
茂原神経科病院

至勝浦

〒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

至千葉

E-mail:info@mobara-shakyo.or.jp
検索
ホームページ 茂原市社協
【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 ※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
□茂原市ボランティアセンター E-mail:fukushi@mobara-shakyo.or.jp
□在宅サービスセンター
E-mail:kaigo@mobara-shakyo.or.jp
（居宅介護・訪問介護事業所） FAX 0475（23）7444
□もばら広域後見支援センター ☎0475（23）4333 FAX 0475（23）6606

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。

茂原市
総合市民センター

千葉銀行
茂原東支店
東口

JR茂原駅

至茂原市内

イオン
茂原店

❹

