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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

福祉こどもまつり!!福祉こどもまつり!!

　このたび任期満了に伴う役員改選において、引き続き社
会福祉協議会の会長職を、２年間務めさせていただくこと
になりました。

もとより微力ではございますが、決意を新たに地域福祉推進
のため、最善を尽くす所存でございますので、ご指導、ご鞭撻を

　 　 賜りますようお願い申し上げます。
　また、昨年１０月の台風２６号による水害時に、茂原市災害ボランティアセンターを開
設した際には、多くのみなさまに災害ボランティアとしてご協力いただきましたこと
に、心より感謝を申し上げる次第です。
　さて、当協議会では、引き続き、「みんなで支える安全、安心の暮らしづくり」の実現
を目指し、ボランティア活動の裾野を広げる取組み、地区社会福祉協議会活動の充実、
地域住民による「助けあい、支えあい」の仕組みづくり、緊急時、災害時における支援
体制の確立に尽力していく所存ですので、より一層のご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

　昨年度に引き続き、公益財団法人日本財団より、当協議会に
ヘルパー車が助成されました。車両側面のデザインは、ベネトン
とのコラボにより、両手をあげ
た明るいデザインで、みんなが
みんなを支える様子が描かれ
ています。当協議会の訪問介
護事業所は、介護が必要になっ
ても地域で暮らしたいという
思いを支えるため、ヘルパー
車を活用していきます。

　当協議会では、他からの融資の受けられない比較的所得の少ない世
帯等に対して、用途に応じて福祉資金の貸付制度を用意しています。
　お子様の進学に関する費用や学校行事でかかる費用等が、諸事情に
より用意できない場合等は、一定の条件で資金の貸付を行っています。

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

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

●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（5/28、6/25）
　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

ボランティア
相  談

健康相談

金銭管理等に
関する相談

福祉センター
こどもまつり

平成２6年５月１1日日
１０時～１４時［雨天決行］
平成２6年５月１1日日
１０時～１４時［雨天決行］日時

内容

会場

駐車場

その他

茂原市総合市民センター
（茂原市町保１３－２０）
茂原市総合市民センター

（茂原市町保１３－２０）

●オープニング キッズダンス（BE MAGIC DANCE SCHOOL）
●福祉バザー　●各種模擬店、ＭＯＢＡ－１グランプリ出場店
●ふわふわバルーンコーナー等　※こども向けのイベントを多数用意しています
●福祉関連商品の展示・販売及び、福祉関係団体や施設の紹介
●中の島太鼓の演奏会
●今年もやります！ 新鮮野菜セットの無料配布（先着順）

●オープニング キッズダンス（BE MAGIC DANCE SCHOOL）
●福祉バザー　●各種模擬店、ＭＯＢＡ－１グランプリ出場店
●ふわふわバルーンコーナー等　※こども向けのイベントを多数用意しています
●福祉関連商品の展示・販売及び、福祉関係団体や施設の紹介
●中の島太鼓の演奏会
●今年もやります！ 新鮮野菜セットの無料配布（先着順） ※数量限定
１００台程度あり１００台程度あり

バザー物品の寄付を募集しておりますので
ご協力よろしくお願いいたします！

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

♥善意ありがとうございました♥
寄付金　総額 498,725円寄付金　総額 498,725円

物  品物  品

●冬の夜の小さな音楽会 20,000円　●荒井　寿一 5,000円
●茂原園芸クラブ 1,358円　●ライラック友の会 12,372円　●茂原市G・G協会 12,450円
●中央公民館絵画クラブ・絵画サロン 10,000円　●市民センター料理教室 318円
●中央公民館自主グループ連絡協議会 30,000円　●陶豊会 5,000円　●楽窯会 5,000円
●㈱茶太閤白井 27,645円　●チャリティゴルフ実行委員会 200,000円
●茂原地区飛田教室ハーモニカ発表会実行委員会 934円　●中の島地区社会福祉協議会 11,000円
●茂原郷土史研究会 12,000円　●東部台文化会館まつり参加者 21,082円　●匿名8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26年1月1日~3月31日 （順不同：敬称略）

（順不同：敬称略）

●あやめ卓球クラブ 使用済み切手 931枚　●ASA茂原 使用済み切手 4,050枚
●西口 天翔 使用済み切手 600枚　●ガールスカウト第89団 使用済み切手500枚
●もろぎぬの会 雑巾 125枚　●田中 武  敷布団3枚 掛布団2枚
●出来 静子 毛糸20個　●東京電力常傭労働組合茂原班 ティッシュ、タオル生活用品等
●総合市民センター将棋同好会 未使用ハガキ33枚

●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
※長生郡市内の健康診断期間中は、お休みします。

５月５日月こどもの日、アスモで開催される子どもの
職業体験イベント「もばちゃいる」に当協議会も参加します。

アスモセンターコート内及びステージ場 所
内 容

参 加

①車イス体験

①・②ともに小学校6年生までの児童（小学2年生までは保護者同伴）

もばちゃいるもばちゃいる

豪華賞品もあるよ！
2回公演

例えば・・・ 中学・高校入学時の制服代等の入学準備費用
 大学・短大・専門学校への入学金や授業料
 学校行事の遠足費や修学旅行費 など、
 急を要する出費に対して相談を受けます

※申請にあたり、貸付には一定の審査基準がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

貸付制度のご案内貸付制度のご案内

《高　　校》 月３．５万円以内
《高専・短大》 月６万円以内
《大　　学》 月６．５万円以内

資
金
種
類一例

資金名
緊急小口資金

教育
支援
資金

教育支援費

就学支度費

貸付限度額 償還期限 据置期間 貸付利子

無利子

２ヶ月以内

卒業後
６ヶ月以内２０年以内

８ヶ月以内１０万円以内

５０万円以内
茂原市社会福祉協議会　会長　大原　亘茂原市社会福祉協議会　会長　大原　亘

会長就任あいさつ

●福祉のまちづくりを目指します。
●茂原の福祉の情報を分かりやすくお届けします。
●高齢者や障がい者の在宅生活を支援します。
●各地区での支え合い活動をすすめます。
●障がい者の社会生活を支援します。
●福祉に携わるボランティアを育成します。
●子育てをサポートするため、学童保育や親子教室を
　行います。
●福祉の心を育むため、
　学校やイベントにて
　出前講座を行います。
●住民同士の助けあい
　サービスを支援します。
●暮らしにお困りの
　ご家庭を支援します。

誰もが自分らしく安心して暮らせる街を
目指して私たちは活動します。

「ヘルパー車」助成されました「ヘルパー車」助成されました

双葉電子工業株式会社／杉木鉄工株式会社／小林モータース／金坂青果市場／有限会社牧野産業／
ダイナミックゴルフ茂原／プラザヘイアン茂原／よこぼり本店／市原薬局／竹りん／千葉石油／
糸久建設／大谷商店／ベリーズカフェ／前田記念腎研究所クリニック／みなみスポーツセンター／
コカ・コーラ／やま膳（くるまやラーメン）／居酒屋 大寿／桶市ホーム機器／茂原ツインサーキット／
房総カントリークラブ／大網グリーンゴルフ／アスカ／地奨住建／茂原ハリカ

第６回もばら福祉チャリティーゴルフ大会第６回もばら福祉チャリティーゴルフ大会

協賛
企業

今年も
大盛況！

すべての住民が住み慣れた地域で、個人の尊厳を保ち、
安心して暮らし続けることのできる福祉社会の実現を
目指します。

【会　長】 大原 　亘（再任）
【副会長】 鬼島 義昭（再任）　田中 保藏（新任）
 片岡 光代（再任）

新役員
紹　介

二宮福祉センター
5月17日土

10：00～13：00
ウォークラリー、工作コーナー、模擬店など

☎26-3740

東郷福祉センター
5月18日日

10：00～12：00
模擬店、工作コーナーなど

☎25-5882

場 　 所
日 　 付
時 　 間
内 　 容
電話番号

五郷福祉センター
5月5日月

10：00～12：00
模擬店、手作り工作、映写会など

☎25-7880

●毎月第２・４金曜日（５/９・２３、６/１３・２７）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）

②ふくしウルトラクイズ
　【1回目】11:10~11:40 【2回目】15:40~16:10

に参加します！

　3月10日月房総カントリークラブにて、第６回もばら福祉チャリティーゴルフ大会
が行われました。当日は１００名が参加し、ワンオンチャレンジなどで集まった収益金
２００，０００円が当協議会に寄附されました。いただいた寄附は、地域福祉推進のため
様々な福祉活動に役立たせていただきます。
 また、賞品の提供などにご協力いただきました企業・商店のみなさまにお礼申し上
げます。ありがとうございました。

１０：３０～整理券配布

社福もばら
2014.5.1

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.104

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。

地域交流事業
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社福もばら No.104 社福もばら No.104

【お問い合わせ】千葉県共同募金会茂原市支会（当協議会内）

●法人 国藤靴店 すだ内科医院 ㈱永瀬商店 茂原中央病院 房総信用組合従業員
秋場歯科医院 黒船菓子店 スポーツクラブ　イースト ㈱ナガホリ ㈲茂原ツインサーキット ㈱豊文堂従業員
㈱秋葉商店 ケアセンター　みやもと 成美学園 中村商店 ㈲茂原ハリカ ㈱マックス従業員
㈲朝倉板金所 ㈲ケイ・エム・コーポレーション セレクト㈲ 永吉の眼科 ㈱紋七 三井化学労働組合千葉支部茂原地区
㈱アスカ 京葉化工機㈱ ㈲センチュリーヘルスクラブ 名倉歯科医院 ㈱矢崎建築設計事務所 みよし会
㈲アタカ住販 ㈱京葉銀行茂原支店 ㈱セントラルサーベイ ななみ歯科医院 ㈲安川時計店 茂原市遺族会
あづまタクシー 京葉ロジコ(株) 藻原寺 南総通運㈱　茂原支店 ㈱安永 茂原市更生保護女性会
㈲あどぷりんと グループホームフローラもばら 葬祭式場　プレア茂原ホール ㈲二幸総本店 ㈲ヤベめがね 茂原市ことばの教室親の会
網元 グループホームもばら和光苑 太陽機建㈱ 日伸建設㈱ 山倉歯科医院 茂原市子ども会育成連合会
いいお動物病院 ㈲小路印刷所 妙中鉱業㈱ 日本鉱発㈱ ㈲ヤマダ事務器 茂原市自治会長連合会
イカリ消毒茂原㈱ 合同資源産業㈱　千葉事業所 ㈱タカサ茂原支店 ㈱ハイレックス関東 ㈲山田工務店 茂原市シルバー人材センター職員
育生医院 ㈲河野写真館 高師保育園 服部農園あじさい屋敷 山田歯科医院 茂原市身体障害者福祉会
池澤建業㈱ 河野小児科・歯科医院 高橋芳雄税理士事務所 ㈱ハヤシ 大和屋食堂 茂原市青少年相談員連絡協議会
石井歯科医院 小林モータース 竹内医院 ㈲原田運送 大和屋旅館 茂原市長寿クラブ連合会
石川歯科医院 近藤損害保険事務所 武田屋旅館 はるかぜ園 山之内病院 茂原市保護司会
㈲石田水道工事店 コンドル産業㈱ ㈱ダスキンプロダクト東関東 東茂原保育園 ㈲山本薬局 茂原市民生委員児童委員協議会
㈲一茂 ㈱斉藤商会 玉寿司 ㈱日立物流　茂原営業所 鎗田整形外科医院 茂原市民生委員児童委員協議会120名
市原薬局 ㈲斉藤モータース 田村歯科医院 ひまわり薬局高師店 医療法人社団優仁会 五郷地区民生委員児童委員協議会
一心亭 斉藤肉店 ㈱竹りん 深谷薬局 養護老人ホーム　長生共楽園 西部地区民生委員児童委員協議会
㈱伊藤園 三枝医院 千葉銀行茂原支店 冨士機械㈱ 横堀造花店㈲ 中央地区民生委員児童委員協議会
伊藤家具店 ㈱三枝組 千葉興業銀行茂原支店 ㈱藤田製作所 ㈱横堀本店 鶴枝地区民生委員児童委員協議会
伊藤洋品店 作永産婦人科 千葉石油㈱ 双葉電子工業㈱ 吉田医院 東郷地区民生委員児童委員協議会
今井眼科医院 ㈱さくら印刷 千葉トヨペット㈱　茂原営業所 プチ・ベルジェ ㈱ヨシモク 東部地区民生委員児童委員協議会
㈲インテリアヨシノ さつき園 千葉正己税理士事務所 ㈲筆屋ふとん店 ㈱ライフランドプラザヘイアン茂原 豊田地区民生委員児童委員協議会
鵜澤医院 佐藤江沢耳鼻咽喉科 ㈱千葉マツダ　茂原店 ㈱房給 わだ内科クリニック 二宮地区民生委員児童委員協議会
鵜沢外科内科クリニック 佐藤商店 ㈱茶太閤白井 房総信用組合 北部地区民生委員児童委員協議会
越後屋 ㈱サンアイク 銚子信用金庫　茂原支店 ㈱豊文堂 ●団体 本納地区民生委員児童委員協議会
(NPO)ひびき ㈱シーケル 長生郡市再生資源協同組合 星野薬舗 あいおいニッセイ同和損害保険㈱茂原支社従業員 茂原市役所係長会
㈲エビスヤ JTエースター㈱茂原営業所 長生厚生園 ホテルニュー福本 明るい社会づくり東総推進協議会 茂原商工会議所職員
大木医院 志鎌医院 長生内科神経内科医院 前田記念腎研究所茂原クリニック イオンリテール㈱ ジャスコ茂原店従業員 茂原市連合婦人会
大阪屋呉服店 獅子吼園 長生農業協同組合 牧野医院 ㈱伊藤園 茂原支店従業員 茂原神経科病院職員
大多喜ガス㈱ 宍倉病院 ㈲長生の里 桝屋商店 ＮＴＴ労働組合東関東総支部銚子分会
㈱大谷商店 ㈲篠崎為治商店 ㈱長生ビル管理茂原営業所 ㈱マックス ㈱ＮＴＴ東日本千葉茂原営業所従業員 ●学校
大塚内科 芝工業㈱ ㈲長生薬局 松本書店 ガールスカウト千葉県89団 茂原小学校
㈲オカザキヤ 島崎歯科医院 土屋体育堂㈱ ㈲マルサ設備 ㈱金坂青果市場従業員 東部小学校
岡沢百貨店 清水三郎医院 常泉鉄工㈱ ㈱マルユウデンキ 関東天然瓦斯開発労働組合 西小学校
㈱岡田建設 社会福祉法人信和会 デイサービス清和の里 三浦家製麺 合同資源産業労働組合 萩原小学校
㈱沖水　千葉工場 ㈱ジャパンディスプレイ デイサービスセンターほほえみ ㈱みずさわ屋豆腐店 ㈱コージー本舗従業員 五郷小学校
㈲折平 ㈲ジャパンテクノメタルス デイサービスなでしこあおの 三井化学㈱　茂原分工場 ㈱さくら印刷従業員 鶴枝小学校
介護老人保健施設　つくも苑 ㈲シャローム 特定非営利法人たすけあい・なごみ みづほ 沢井製薬㈱ 関東工場従業員 中の島小学校
介護老人保健施設　ケアセンターかずさ 宗教法人　東泉寺 ㈱東成社 三和電気㈱ JP労働組合 東郷小学校
㈱上総ボーリング 宗教法人　實相寺 東日観光㈱　茂原支店 みどりケ丘薬局 社会を明るくする運動茂原市実行委員会 豊田小学校
片岡製綿所 昭月堂 東洋ケミカル機工㈱ 緑川組㈱ 茂原市役所職員 二宮小学校
片桐菓子店 ㈲晶光堂 東葉工業㈱ 宮本歯科医院 ジャパンディスプレイ労働組合茂原支部 緑ヶ丘小学校
勝山歯科医院 しょうじゅの里茂原 ㈱東洋ビューティサプライ 宮本内科医院 生涯大学一笑の会 本納小学校
㈱カトウ ㈱正林木材 トーヨーカラー㈱　茂原工場 ㈲ミルクシステムズサンミルク茂原 鈴木神経科病院職員 新治小学校
金坂歯科医院 昌和プラスチック工業㈱ ㈱トーカイ茂原営業所 ムーンレイクゴルフクラブ 高師保育園職員 豊岡小学校
㈱金坂青果市場 ㈱白井園本町店 特定非営利活動法人在宅ヘルパーサービス朋 明生堂薬局 千葉県教職員組合長生支部 茂原中学校
金城組㈱ ㈲白子紙業 特別養護老人ホームあんしん メンズショップ春日 中央労働金庫茂原支店従業員 冨士見中学校
川崎歯科医院 白鳥製パン㈱ 特別養護老人ホーム光風荘 茂田土木(株） 長生郡市広域市町村圏組合職員 東中学校
㈱関電工　茂原営業所 神明建設㈱ 特別養護老人ホーム実恵園 モデン工業㈱ 長生地域生活支援センターブリオ職員 南中学校
関東天然瓦斯開発㈱ 菅原病院 特別養護老人ホーム長生苑 ㈱茂原アテックス 長生地区保護司会 早野中学校
関東ビル管理㈲ 杉木鉄工㈱ 特別養護老人ホーム長生共楽園 茂原卸商業団地協同組合 長生茂原心身障児者親の会 西陵中学校
鬼島歯科医院 杉田耳鼻咽喉科医院 特別養護老人ホーム真名実恵園 ㈱茂原開発 菜の花会 本納中学校
君塚病院 鈴木薬局 土橋商店㈱ ㈱茂原紙業 日本天然ガス労働組合 長生高等学校(定時制）
㈲木村モータース 鈴木医院 鳶大塚組 ㈲茂原自動車教習所 パッチワークキルトハウス 茂原高等学校
㈲姜本商店 ㈱鈴木組 ㈱鳥幸商店 茂原商業開発㈱ 富士ゼロックス千葉㈱茂原営業所従業員 茂原樟陽高等学校
共和紙業㈱ スタジオ　ストーリア 中島化学工業㈱ 茂原神経科病院 双葉電子工業㈱双葉会 茂原北陵高等学校

社会福祉協議会 会費・赤い羽根・歳末たすけあい募金　協力者・団体一覧　　（順不同、敬称略）

たくさんの“やさしい気持ち”を
　　　　　        　ありがとうございました
     ― 平成25年度共同募金運動の実績報告 ―
　昨年の10月１日～12月31日まで、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）が実施されました。市民の
みなさまにあたたかいご支援・ご協力をいただき、総額12,222,603円の募金が寄せられました。

■赤い羽根募金は、募金額の約７割が、平成26年度に茂原市社会福祉協議会に配分され、地域の様々な福祉活動に役立てられます。また、昨年10月
の台風災害のように、大規模災害時に開設される災害ボランティアセンターの運営費用についても、赤い羽根共同募金が使われています。
■歳末たすけあい募金は、昨年末から年始にかけて、市内の生活に困窮している世帯、養護施設入所児童、ねたきりの高齢者や障がい者の方々に、
年末年始を穏やかに過ごせるようお見舞金をお届けしました。また、一人暮らし高齢者の見守りをかねて、担当民生委員の名前入りカレンダーと
簡単に調理できる食品などの慰問品をお届けしました。

検 索はねっと

※募金の使いみちについての詳細は、
　赤い羽根データベース「はねっと」を
　ご覧ください。

●平成25年度募金実績	 ［単位：円］
赤い羽根募金 歳末たすけあい募金

戸別募金 6,327,980 2,107,881
街頭募金 215,376 534,345
法人募金 909,000
学校募金 270,972
職域募金 142,269
その他募金 728,730 986,050
合　計 8,594,327 3,628,276

※その他の募金は、募金箱・カード募金・長寿クラブ
連合会まごころ募金（歳末たすけあい募金）・個
人・団体からの募金です。

●戸別募金内訳（茂原市自治会長連合会）	 ［単位：円］
赤い羽根募金 歳末たすけあい募金

茂原地区自治会長連合会 1,438,930 501,081
高師地区自治会長連合会 587,650 133,100
東郷地区自治会長連合会 1,092,700 349,200
豊田地区自治会長連合会 490,800 162,500
二宮地区自治会長連合会 310,100 143,900
五郷地区自治会長連合会 1,039,950 311,600
鶴枝地区自治会長連合会 662,700 214,800
本納地区自治会長連合会 304,650 131,100
新治地区自治会長連合会 164,000 54,800
豊岡地区自治会長連合会 236,500 105,800

合　計 6,327,980 2,107,881
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ボランティア information
〜茂原市ボランティア連絡協議会 30周年〜

茂原市ボランティア連絡協議会は、昭和 59 年４月に結成さ
れ、今年度で 30 周年を迎えました。当初は、ボランティアの
名前が普及し始めた頃で、一人暮らし高齢者等の見守り活動や
障がいのある方への支援、福祉施設のお手伝いをするグループ
が集まり結成しました。
主な活動内容は、赤い羽根・歳末たすけあい街頭募金活動や
夏のボランティア体験等に協力をしています。また、社会福祉
協議会とともに福祉こどもまつ
りを毎年開催し、福祉バザー、
模擬店、福祉体験、ボランティ
ア相談等を行っています。今後
も、地域にねざしたボランティ
ア活動を積極的に推進していき
ます。

【お問い合わせ】茂原市ボランティアセンター（当協議会内）

	■	登録方法	

　登録には個人登録と団体登録があり、それぞれ、以下のすべての要件
を満たしていれば、どなた（団体）でも登録できます。
　登録申込みには、ＦＡＸまたは郵送にてお申込みができます。ご登録
いただける方は、規約・登録用紙を送付させていただきますので、当協
議会までご連絡ください。
●茂原市内及び近隣市町村で大規模な災害が発生し、茂原市災害ボランティ
アセンターを立ち上げた際に、災害ボランティアとしての活動を希望する
方及び団体

●個人登録は、登録しようとする年度の４月１日現在、満18歳以上の方
●団体登録は、代表者が登録しようとする年度の４月１日現在、満18歳以上の方
●電子メールアドレスを、茂原市災害ボランティア協力者の登録者に公開す
ることを了承する方及び団体

●「茂原市災害ボランティア協力者登録制度規約」の趣旨をご理解いただける
方及び団体

	■	活動内容	

平常時
　登録された方々による自主的な活動を基本としています。また、当協
議会主催の災害ボランティアセンター設置・運営訓練や各種研修会への
参加を呼びかけます。

災害時
　当協議会が設置する災害ボランテ
ィアセンターと連絡をとりながら、
ご自身の責任おいてボランティア活
動をするか判断してください。
　活動する場合は、災害ボランテ
ィアセンターで受付し、その指示
に従って活動してください。

　当協議会では、昨年の台風26号による水害の経験を踏まえ、災害時に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「茂原市災害ボランティア協力者登録規約」を設け、いざというときに備えます。

茂原市災害ボランティア協力者登録制度

ちば南東部地域若者サポートステーション (以下、サポステ )は、就職したいという気持ちはあるが、「就
職活動って何から始めたらいいかわからない」、「子どもが仕事をしておらず、家にいることが多く心配です。」
といった、職業的自立に悩みを抱える若者 (15～ 39歳 )とその保護者の方を対象に支援を行っています。
そのサポートは、キャリアコンサルタント(働くことについての専門家)による将来設計についての面談、

コミュニケーション能力を築くグループワーク、就職活動のアドバイスなど職業的自立をサポートしてい
ます。中でもグループワークは、気持ち良く会話をするための練習や線画を描き集中力を養う講座、話題
が増やせるよう新聞記事を使った意見交換会などのプログラムを展開しています。
利用者の中には、学生時代に不登校やいじめを経験し、他者とのコミュニケーションのとり方に難しさ

を感じている方も多く、医療・学校・福祉など地域の機関が連携し、安心して進路選択ができるよう支援
をすることもあります。また、学校を中退した、進路が決定しないまま卒業
したといった方の中には、一人で将来や就職活動の悩みを抱えこむことも少
なくありません。そこで、学校中退者や中退予定者を切れ目ない支援へとつ
なげるために、学校と連携し、先生方との情報交換や、生徒への周知活動を
行っています。
一人で就職活動や進路選択をすることは、時に孤独を感じたり、苦しいこ

ともあります。サポステでは、相談や体験を重ねる中で、将来をじっくり考
えることができ、自立に向けた大きな一歩を支援しています。

■お問い合わせ　ちば南東部地域若者サポートステーション（場所：茂原市役所 9階）
　　　　　　　　☎ 0475-23-5515
■開 館 時 間　月～金曜日（土日祝日、年末年始は休館）9：30～ 16：30
■利 用 方 法　予約制。お電話にてご予約ください。（料金は無料）

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。
開催日　平成 26年 9月 9日火
会　場　プラザヘイアン茂原
対象者　	昭和 39 年 9 月 1 日～昭和 40

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

●お申込み方法
　該当すると思われる方は、当協議会へ
ご連絡ください
※お申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
●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）

福祉センター information
〜みんなで楽しみながら子育てしよう♪〜

　二宮、五郷、豊田、東郷福祉センターや総合市民
センターでは、児童厚生員が育児の悩みを聞いたり、
遊びの場・親子同士の情報交換ができる自由参加の
教室を行っています。是非遊びに来てみませんか？
　その他にも、小学生対象の楽しい教室もあります
のでお問い合せください。

総合市民センター
☎ 24-9511

二宮福祉センター
☎ 26-3740

五郷福祉センター
☎ 25-7880

毎週火曜日 第 1・3木曜日 第 2・4火曜日 第 1・3火曜日第 2・4金曜日
13：30～ 15：00 10：00 ～ 11：30 10：00 ～ 11：30 10：00 ～ 11：30
ぴよぴよ ありんこルーム ママとあんよ すくすくベビー
（0～ 2歳） （0～ 4歳） （0～ 2歳） （0～ 2歳）

※詳しい活動日は、各センターへお問い合せください。
※豊田福祉センター	☎ 26-1105　東郷福祉センター	☎ 25-5882

手遊び中♪

結婚50周年
祝賀会の開催

グループワーク「新聞を読もう」

昨年の台風被害による
茂原市災害ボランティアセンターの様子

ふくしをシェア（共有）しよう
「一歩踏み出す力」を応援します！～若者サポートステーション～

街頭募金活動
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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

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

福祉こどもまつり!!福祉こどもまつり!!

　このたび任期満了に伴う役員改選において、引き続き社
会福祉協議会の会長職を、２年間務めさせていただくこと
になりました。

もとより微力ではございますが、決意を新たに地域福祉推進
のため、最善を尽くす所存でございますので、ご指導、ご鞭撻を

　 　 賜りますようお願い申し上げます。
　また、昨年１０月の台風２６号による水害時に、茂原市災害ボランティアセンターを開
設した際には、多くのみなさまに災害ボランティアとしてご協力いただきましたこと
に、心より感謝を申し上げる次第です。
　さて、当協議会では、引き続き、「みんなで支える安全、安心の暮らしづくり」の実現
を目指し、ボランティア活動の裾野を広げる取組み、地区社会福祉協議会活動の充実、
地域住民による「助けあい、支えあい」の仕組みづくり、緊急時、災害時における支援
体制の確立に尽力していく所存ですので、より一層のご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

　昨年度に引き続き、公益財団法人日本財団より、当協議会に
ヘルパー車が助成されました。車両側面のデザインは、ベネトン
とのコラボにより、両手をあげ
た明るいデザインで、みんなが
みんなを支える様子が描かれ
ています。当協議会の訪問介
護事業所は、介護が必要になっ
ても地域で暮らしたいという
思いを支えるため、ヘルパー
車を活用していきます。

　当協議会では、他からの融資の受けられない比較的所得の少ない世
帯等に対して、用途に応じて福祉資金の貸付制度を用意しています。
　お子様の進学に関する費用や学校行事でかかる費用等が、諸事情に
より用意できない場合等は、一定の条件で資金の貸付を行っています。

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

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

●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（5/28、6/25）
　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

ボランティア
相  談

健康相談

金銭管理等に
関する相談

福祉センター
こどもまつり

平成２6年５月１1日日
１０時～１４時［雨天決行］
平成２6年５月１1日日
１０時～１４時［雨天決行］日時

内容

会場

駐車場

その他

茂原市総合市民センター
（茂原市町保１３－２０）
茂原市総合市民センター

（茂原市町保１３－２０）

●オープニング キッズダンス（BE MAGIC DANCE SCHOOL）
●福祉バザー　●各種模擬店、ＭＯＢＡ－１グランプリ出場店
●ふわふわバルーンコーナー等　※こども向けのイベントを多数用意しています
●福祉関連商品の展示・販売及び、福祉関係団体や施設の紹介
●中の島太鼓の演奏会
●今年もやります！ 新鮮野菜セットの無料配布（先着順）

●オープニング キッズダンス（BE MAGIC DANCE SCHOOL）
●福祉バザー　●各種模擬店、ＭＯＢＡ－１グランプリ出場店
●ふわふわバルーンコーナー等　※こども向けのイベントを多数用意しています
●福祉関連商品の展示・販売及び、福祉関係団体や施設の紹介
●中の島太鼓の演奏会
●今年もやります！ 新鮮野菜セットの無料配布（先着順） ※数量限定
１００台程度あり１００台程度あり

バザー物品の寄付を募集しておりますので
ご協力よろしくお願いいたします！

【お問い合わせ】 当協議会（地域福祉課）

♥善意ありがとうございました♥
寄付金　総額 498,725円寄付金　総額 498,725円

物  品物  品

●冬の夜の小さな音楽会 20,000円　●荒井　寿一 5,000円
●茂原園芸クラブ 1,358円　●ライラック友の会 12,372円　●茂原市G・G協会 12,450円
●中央公民館絵画クラブ・絵画サロン 10,000円　●市民センター料理教室 318円
●中央公民館自主グループ連絡協議会 30,000円　●陶豊会 5,000円　●楽窯会 5,000円
●㈱茶太閤白井 27,645円　●チャリティゴルフ実行委員会 200,000円
●茂原地区飛田教室ハーモニカ発表会実行委員会 934円　●中の島地区社会福祉協議会 11,000円
●茂原郷土史研究会 12,000円　●東部台文化会館まつり参加者 21,082円　●匿名8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26年1月1日~3月31日 （順不同：敬称略）

（順不同：敬称略）

●あやめ卓球クラブ 使用済み切手 931枚　●ASA茂原 使用済み切手 4,050枚
●西口 天翔 使用済み切手 600枚　●ガールスカウト第89団 使用済み切手500枚
●もろぎぬの会 雑巾 125枚　●田中 武  敷布団3枚 掛布団2枚
●出来 静子 毛糸20個　●東京電力常傭労働組合茂原班 ティッシュ、タオル生活用品等
●総合市民センター将棋同好会 未使用ハガキ33枚

●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
※長生郡市内の健康診断期間中は、お休みします。

５月５日月こどもの日、アスモで開催される子どもの
職業体験イベント「もばちゃいる」に当協議会も参加します。

アスモセンターコート内及びステージ場 所
内 容

参 加

①車イス体験

①・②ともに小学校6年生までの児童（小学2年生までは保護者同伴）

もばちゃいるもばちゃいる

豪華賞品もあるよ！
2回公演

例えば・・・ 中学・高校入学時の制服代等の入学準備費用
 大学・短大・専門学校への入学金や授業料
 学校行事の遠足費や修学旅行費 など、
 急を要する出費に対して相談を受けます

※申請にあたり、貸付には一定の審査基準がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

貸付制度のご案内貸付制度のご案内

《高　　校》 月３．５万円以内
《高専・短大》 月６万円以内
《大　　学》 月６．５万円以内

資
金
種
類一例

資金名
緊急小口資金

教育
支援
資金

教育支援費

就学支度費

貸付限度額 償還期限 据置期間 貸付利子

無利子

２ヶ月以内

卒業後
６ヶ月以内２０年以内

８ヶ月以内１０万円以内

５０万円以内
茂原市社会福祉協議会　会長　大原　亘茂原市社会福祉協議会　会長　大原　亘

会長就任あいさつ

●福祉のまちづくりを目指します。
●茂原の福祉の情報を分かりやすくお届けします。
●高齢者や障がい者の在宅生活を支援します。
●各地区での支え合い活動をすすめます。
●障がい者の社会生活を支援します。
●福祉に携わるボランティアを育成します。
●子育てをサポートするため、学童保育や親子教室を
　行います。
●福祉の心を育むため、
　学校やイベントにて
　出前講座を行います。
●住民同士の助けあい
　サービスを支援します。
●暮らしにお困りの
　ご家庭を支援します。

誰もが自分らしく安心して暮らせる街を
目指して私たちは活動します。

「ヘルパー車」助成されました「ヘルパー車」助成されました

双葉電子工業株式会社／杉木鉄工株式会社／小林モータース／金坂青果市場／有限会社牧野産業／
ダイナミックゴルフ茂原／プラザヘイアン茂原／よこぼり本店／市原薬局／竹りん／千葉石油／
糸久建設／大谷商店／ベリーズカフェ／前田記念腎研究所クリニック／みなみスポーツセンター／
コカ・コーラ／やま膳（くるまやラーメン）／居酒屋 大寿／桶市ホーム機器／茂原ツインサーキット／
房総カントリークラブ／大網グリーンゴルフ／アスカ／地奨住建／茂原ハリカ

第６回もばら福祉チャリティーゴルフ大会第６回もばら福祉チャリティーゴルフ大会

協賛
企業

今年も
大盛況！

すべての住民が住み慣れた地域で、個人の尊厳を保ち、
安心して暮らし続けることのできる福祉社会の実現を
目指します。

【会　長】 大原 　亘（再任）
【副会長】 鬼島 義昭（再任）　田中 保藏（新任）
 片岡 光代（再任）

新役員
紹　介

二宮福祉センター
5月17日土

10：00～13：00
ウォークラリー、工作コーナー、模擬店など

☎26-3740

東郷福祉センター
5月18日日

10：00～12：00
模擬店、工作コーナーなど

☎25-5882

場 　 所
日 　 付
時 　 間
内 　 容
電話番号

五郷福祉センター
5月5日月

10：00～12：00
模擬店、手作り工作、映写会など

☎25-7880

●毎月第２・４金曜日（５/９・２３、６/１３・２７）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）

②ふくしウルトラクイズ
　【1回目】11:10~11:40 【2回目】15:40~16:10

に参加します！

　3月10日月房総カントリークラブにて、第６回もばら福祉チャリティーゴルフ大会
が行われました。当日は１００名が参加し、ワンオンチャレンジなどで集まった収益金
２００，０００円が当協議会に寄附されました。いただいた寄附は、地域福祉推進のため
様々な福祉活動に役立たせていただきます。
 また、賞品の提供などにご協力いただきました企業・商店のみなさまにお礼申し上
げます。ありがとうございました。

１０：３０～整理券配布

社福もばら
2014.5.1

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.104

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。

地域交流事業


