
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メール: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

【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務課、地域福祉課、在宅サービスセンターへのお問い合わせはこちらです。

家庭で

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

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。

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。

～介護でお困りの方、ご相談ください！～

私たち
ケアマネジャーが
みなさまの生活を
サポートさせていただきます。

フードドライブにご協力をお願いします。
ご家庭で眠っている食品の
寄附を募集しています。

【お問い合わせ】 総務課 【お問い合わせ】 在宅サービスセンター

●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

●10/22、11/26、12/17、1/28
　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

●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

●10/10・24、11/14・28、12/12・26、1/9・23
　10：００～１５：００

●総合市民センター　３階　相談室
※相談日以外でも相談は、地域福祉課にて受付ております。 

［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。）

【お問い合わせ】 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（総務課内）

illustration by 羽雪 ©Crypton Future Media,INC.www.piapro.net 

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。
　「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。
　茂原市で集まった募金は、約7割が高齢
者や障がい者、子どもたちへの福祉活動
など「もばらの地域福祉」に役立てられて
います。
　また、震災や大雨災害などの自然災害
発生時には、被災地や被災者の復興を支
援する募金としても役立てられています。
　運動期間中は、市内各所で募金活動を
行いますので、みなさまのご理解とご協
力をお願いいたします。
　12月からは、集まった募金の全額が、茂
原市の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。みな
さまのご協力をお願いいたします。

平成26年度配分計画

検 索はねっと

第25回 茂原市社会福祉大会

赤い羽根募金
３つの特徴
赤い羽根募金
３つの特徴

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、
被災地・被災者支援として役立てられます。

被災地・被災者支援に使われます

平成25年度 茂原市での募金額 8,594,327円

茂原市内の福祉活動を支援します

■長寿クラブなどの高齢者支援 233千円
■障がい者団体の活動支援 476千円
■児童養護施設・交通遺児などの支援 330千円
■ボランティア団体の活動支援 490千円
■生活困窮者・地区社協などの地域福祉活動支援 4,055千円

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 5,584,000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・いじめ対策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　3,010,327円

入退場自由

平成26年10月25日土
１３：００～１６：００

日　時

場　所

入場料

共　催

内　容

茂原市東部台文化会館
音楽ホール
無料

茂原市

❶社会福祉功労者顕彰
❷活動発表

❸記念講演

NHK教育「となりの子育て」出演 
「よっつめの約束」（主婦の友社） 「思春期ブギ」（ジャパンマシニスト社）
「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

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！
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！

※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になります。どうぞお楽しみに！

　住み慣れたご家庭で安心した生活が続けられるように、ご本人やご
家族とご相談のうえ、利用者様のご希望にそった介護サービス計画（ケ
アプラン）を、作成させていただきます。作成費用は、全額介護保険か
らの給付となるため、自己負担額はありません。
　また、介護保険を利用するにあたっての申請についても、代行やお
手伝いを無料で行っています。お気軽にご相談ください。

　「フードバンクちば」では、品質に問題がないにも関わらず廃棄され
てしまう食品を企業や家庭から寄附していただき、食品を必要として
いる福祉施設や生活に困窮している方へ、無償で提供する活動を行っ
ています。「フードドライブ」は、年3回程度、その食品の寄附を呼びか
けるキャンペーンとして行われています。

茂原市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

［募集期間］ 平成２６年９月１６日火～１０月３１日金
［募集内容］ 賞味期限が明記され１ヶ月以上あり、
 未開封で常温保存が可能な食品。

［受取窓口］ 総合市民センター ２階 総務課
例お米（常識の範囲内で古くないもの）、乾麺、インスタント食品、缶詰

フードドライブってなぁに？

計画を立ててから募金を集めます
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。

○もばちゃいる運営委員会～もばちゃいる企画のきっかけから開催まで～
○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～
○もばちゃいる運営委員会～もばちゃいる企画のきっかけから開催まで～
○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～

社福もばら
2014.10.1

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.106

❶



楽しくクッキング！ みんなで力をあわせて

カップケーキ最高！！ 水鉄砲準備完了！

かわいい小物入れでしょ

きらきらアクセサリー出来ました！ さぁ、ウォーターファイト！

二宮福祉センター（☎26-3740）総合市民センター（☎24-9511）

東郷福祉センター（☎25-5882） 五郷福祉センター（☎25-7880） 豊田福祉センター（☎26-1105）

♥善意ありがとうございました♥

　各福祉センターでは、幼児・小学生を対象に夏
休み子ども教室を開催し、笑顔いっぱい、元気
いっぱいの子どもたちが集まり、楽しい時間を過
ごしました。
　お料理、お菓子、ビーズクラフト、カルトナー
ジュ、陶芸、デイキャンプにウォーターファイト等
みんなで、作って、遊んで、体験して、楽しい教室
がいっぱいでした。子どもたちにとって、たくさん
の夏の思い出ができました。
　各教室の楽しい思い出の1ページを写真で紹介
します。

クリスマス！！ わいわいパーティー
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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9日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

クリスマス！！ わいわいパーティー
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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9日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

はぴはぴ★クリスマス！
［日　時］ 12月13日土 10:00～12:00
［場　所］ 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日日 9：00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

はぴはぴ★クリスマス！
［日　時］ 12月13日土 10:00～12:00
［場　所］ 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日日 9：00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

ちびっこ親子のクリスマス会
［日　時］ 12月5日金 13:30～15:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　0～4歳児までの親子
［定　員］ なし（自由参加） ［参加費］無料
［内　容］ サンタと遊ぼう
［持ち物］ 300円程度のプレゼント、
 敷物、おやつ、飲み物

［受　付］ 事前受付なし。当日13：00～受付開始
 ※駐車場には限りがありますので、ご了承下さい。

ちびっこ親子のクリスマス会
［日　時］ 12月5日金 13:30～15:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　0～4歳児までの親子
［定　員］ なし（自由参加） ［参加費］無料
［内　容］ サンタと遊ぼう
［持ち物］ 300円程度のプレゼント、
 敷物、おやつ、飲み物

［受　付］ 事前受付なし。当日13：00～受付開始
 ※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・2014♪
［日　時］ 12月6日土 10:00～13:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 50名（先着順）
［参加費］ 500円
［持ち物］ 敷物、飲み物
［内　容］ ゲーム、軽食他
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

ハッピークリスマス・2014♪
［日　時］ 12月6日土 10:00～13:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 50名（先着順）
［参加費］ 500円
［持ち物］ 敷物、飲み物
［内　容］ ゲーム、軽食他
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

★わいわい★クリスマスパーティー
［日　時］ 12月20日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、飲み物
［受　付］ 11月22日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

★わいわい★クリスマスパーティー
［日　時］ 12月20日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、飲み物
［受　付］ 11月22日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

クリスマス会
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、ビンゴ他
［持ち物］ 上履き、飲み物
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

クリスマス会
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、ビンゴ他
［持ち物］ 上履き、飲み物
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

楽しかった
夏休み！！

～夏休みこども教室～

楽しかった
夏休み！！

～夏休みこども教室～

寄附金　総額 254,301円寄附金　総額 254,301円

物  品物  品

●もばら～めん部会 10,000円　●木崎東泉寺青葉まつり実行委員会 45,850円　●伸和園芸 5,000円
●青年学級OB会 4,176円　●茂原卸商業団地協同組合 50,000円　●外房学園青空会 1,038円
●チャリティー第10回愛唱歌コンサート 100,000円　●茂原市飲食店組合 13,578円
●民謡舞踊おたのしみ会 10,000円　●NPOふるさと未来ネットワーク 9,603円
●河野 昌子 5,000円　●匿名1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6月1日～8月31日 （順不同：敬称略）

●瀧島 幸一 使用済切手500枚　●あやめ卓球クラブ 使用済切手367枚　●林 満佐子 毛糸15個分
●金谷 京子 プラズマテレビ1台　●もろぎぬの会 雑巾325枚　●ASA茂原 使用済切手2,330枚
●明治安田生命茂原第一営業所 プルタブ1袋分、使用済切手50枚
●東郷地区自治会長連合会 草刈り機1台　●ASA新茂原 使用済切手2,000枚

福祉センター  Information

2014
夏の思い出
2014
夏の思い出
2014
夏の思い出
茂原市福祉センター

2014
夏の思い出
茂原市福祉センター

かわいい
お菓子
できたよ！

千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター【申込・お問い合わせ】

成年後見制度研修会平成２6年度

県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人との掛け合いな
どを通して、成年後見制度の概要や職務を学び、制度の
利用促進を図ります。

［日　　時］ 平成２６年１１月２９日土 １３：３０～１６：００
［会　　場］ 千葉市生涯学習センター（JR千葉駅から徒歩８分）
［定　　員］ ３００名（申込先着順）　［参加費］５００円（資料代）
［申　　込］ 申込書をFAXかEメールで送信
 （定員を超えた場合のみ連絡有り）

［締め切り］ 平成２６年１１月２０日木必着
［配布場所］ 各市町村社会福祉協議会、各市町村行政、
 千葉県社会福祉協議会等

〒260-8508 千葉市中央区千葉港４-３　☎043-204-6012
FAX043-204-6013　Eメール：smile@chibakensyakyo.com

　現在、ボランティア活動に参加したいという人は増えている中で、「参加したいけれど、仕事とボランティ
アの両立が難しい」と考える人も多くいます。そこで、茂原七夕まつりの清掃ボランティアに参加された企
業の社員の方に、活動についてお話をうかがいました。
　ＴＯＴＯハイリビング㈱遠藤部長は「弊社の理念は、奉仕の精神でお客様の生活文化の向上に貢献し、環
境を守ることです。日頃は、社内のプログラムを活用し、グリーンボランティアなどの活動を行っています。
地域を歩きながら清掃することで、地域の方々の顔を思い浮かべたり、街並みをゆっくり眺めたり、茂原を
見つめて活動することができました。今後も、清掃活動の実施と、地域の方々との関わりを大切にしていき
たいです。」
　リコージャパン㈱戸田所長は「今日は、少し早起きをし、業務が
始まる前の時間を使い参加しました。社員もお客様も気持ちよく
生活できる環境につながったのではないかと思っています。１０年
近く続けている活動ですが、引き続き行っていきたいです。」
　社内の社会貢献プログラムを活用する、活動時間づくりを工夫す
るなど、その参加方法は様々です。また、企業人として活動するこ
とは、あらためて地域を見つめ、社員もお客様も住みよい環境づく
りにつながるといった声があがり、「社会づくり」に向き合える一つ
の場となっているようです。

　当協議会では、毎年、米寿を迎えられた方を対象
に、記念撮影を希望する方の自宅等を訪問し撮影を
行い、後日、出来上がった写真を額に入れて贈呈して
います。
　撮影を希望される方は、年々増加し、今年度は175
名の方が撮影され「綺麗に写真を撮っていただき嬉
しく思います。」と、笑顔で受け取っていただくこと
ができました。
　また、この記念撮影を行うにあたって、「茂原写友
会」「フォトクラブ四季」「デジカメ

の会」の写真サークルの皆さまに、ボランティアとしてご協力いただきまし
た。ボランティアからは、「毎年、多くの方を撮影し贈呈することは、時間と
労力がかかりますが、その分、喜んで受け取っていただき、やりがいを感
じています。また、来年も行いたいと思います。」と話されました。
　今後も、たくさんの米寿という記念の一枚を、撮り続けていきたいと
思います。なお、上記3団体は会員を募集しています。活動や会員募集に
ついて、お気軽にお問い合わせください。

　夏休みの期間に、誰もが気軽に参加できる「夏の体験ボランティア」に、市内外から400名を超える方
が参加されました。
　視覚障がい者団体「宇宙（そら）の会」の活動に参加した大学生の渡辺歩実さんと小髙舞子さんは、
「みなさん明るく、楽しく活動されているのが印象的でした。また、介助体験を通して、視覚障がいのあ
る方が安全に道を歩く為には、介助者の“声かけ”が大切であることを知り、少しでも誰もが住みやすい
環境になったら良いなと思いました。」と話してくれました。
　保育士になることを目指している高校3年生の深山紗生さんは、東郷学童クラブの活動に参加し、大
勢の子どもたちに囲まれ、楽しく遊んでいる姿がとても印象的でした。「やっぱり、私は子どもが好きな
んだと思いました。参加して良かったです。」と将来に向けて、貴重な体験になったようです。
　ボランティアセンターでは、「活動してほしい」「活動してみたい」という“思い”を結びつけられるよ
う、ご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

　夏休みの期間に、誰もが気軽に参加できる「夏の体験ボランティア」に、市内外から400名を超える方
が参加されました。
　視覚障がい者団体「宇宙（そら）の会」の活動に参加した大学生の渡辺歩実さんと小髙舞子さんは、
「みなさん明るく、楽しく活動されているのが印象的でした。また、介助体験を通して、視覚障がいのあ
る方が安全に道を歩く為には、介助者の“声かけ”が大切であることを知り、少しでも誰もが住みやすい
環境になったら良いなと思いました。」と話してくれました。
　保育士になることを目指している高校3年生の深山紗生さんは、東郷学童クラブの活動に参加し、大
勢の子どもたちに囲まれ、楽しく遊んでいる姿がとても印象的でした。「やっぱり、私は子どもが好きな
んだと思いました。参加して良かったです。」と将来に向けて、貴重な体験になったようです。
　ボランティアセンターでは、「活動してほしい」「活動してみたい」という“思い”を結びつけられるよ
う、ご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

保育士を目指す深山紗生さん

介助体験をする小髙舞子さん介助体験をする小髙舞子さん

TOTOハイリビング㈱茂原工場のみなさん

活動の様子 リコージャパン㈱茂原営業所のみなさん

【お問い合わせ】 地域福祉課

わたしの“思い”ココから始まる
～夏の体験ボランティア～
わたしの“思い”ココから始まる
～夏の体験ボランティア～ ボランティア

センター

福祉をシェア（共有）する オトナのボラ活！No.2

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

【お問い合わせ】

福祉のしごと
就職フェア・ｉｎちば

　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。

［開催日時］ 平成２６年１１月９日日 13：00～16：00
［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。
 参加費無料、履歴書不要

いつまでもお元気で

こんな感じで
仕上がりました

記念の１枚を撮影します

～米寿記念撮影～
第2回
平成２6年度

【お問い合わせ】 地域福祉課
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楽しくクッキング！ みんなで力をあわせて

カップケーキ最高！！ 水鉄砲準備完了！

かわいい小物入れでしょ

きらきらアクセサリー出来ました！ さぁ、ウォーターファイト！

二宮福祉センター（☎26-3740）総合市民センター（☎24-9511）

東郷福祉センター（☎25-5882） 五郷福祉センター（☎25-7880） 豊田福祉センター（☎26-1105）

♥善意ありがとうございました♥

　各福祉センターでは、幼児・小学生を対象に夏
休み子ども教室を開催し、笑顔いっぱい、元気
いっぱいの子どもたちが集まり、楽しい時間を過
ごしました。
　お料理、お菓子、ビーズクラフト、カルトナー
ジュ、陶芸、デイキャンプにウォーターファイト等
みんなで、作って、遊んで、体験して、楽しい教室
がいっぱいでした。子どもたちにとって、たくさん
の夏の思い出ができました。
　各教室の楽しい思い出の1ページを写真で紹介
します。

クリスマス！！ わいわいパーティー
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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9日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

クリスマス！！ わいわいパーティー
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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9日日 8:30～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

はぴはぴ★クリスマス！
［日　時］ 12月13日土 10:00～12:00
［場　所］ 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日日 9：00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

はぴはぴ★クリスマス！
［日　時］ 12月13日土 10:00～12:00
［場　所］ 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日日 9：00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

ちびっこ親子のクリスマス会
［日　時］ 12月5日金 13:30～15:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　0～4歳児までの親子
［定　員］ なし（自由参加） ［参加費］無料
［内　容］ サンタと遊ぼう
［持ち物］ 300円程度のプレゼント、
 敷物、おやつ、飲み物

［受　付］ 事前受付なし。当日13：00～受付開始
 ※駐車場には限りがありますので、ご了承下さい。

ちびっこ親子のクリスマス会
［日　時］ 12月5日金 13:30～15:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　0～4歳児までの親子
［定　員］ なし（自由参加） ［参加費］無料
［内　容］ サンタと遊ぼう
［持ち物］ 300円程度のプレゼント、
 敷物、おやつ、飲み物

［受　付］ 事前受付なし。当日13：00～受付開始
 ※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・2014♪
［日　時］ 12月6日土 10:00～13:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 50名（先着順）
［参加費］ 500円
［持ち物］ 敷物、飲み物
［内　容］ ゲーム、軽食他
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

ハッピークリスマス・2014♪
［日　時］ 12月6日土 10:00～13:00
［場　所］ 4階 大ホール
［対　象］ 市内在住　5歳～小学生
［定　員］ 50名（先着順）
［参加費］ 500円
［持ち物］ 敷物、飲み物
［内　容］ ゲーム、軽食他
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

★わいわい★クリスマスパーティー
［日　時］ 12月20日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、飲み物
［受　付］ 11月22日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

★わいわい★クリスマスパーティー
［日　時］ 12月20日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、飲み物
［受　付］ 11月22日土 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

クリスマス会
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、ビンゴ他
［持ち物］ 上履き、飲み物
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

クリスマス会
［日　時］ 12月13日土 10:00～13:00
［場　所］ 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、ビンゴ他
［持ち物］ 上履き、飲み物
［受　付］ 11月16日日 9:00～
 ※参加費を添えてお申込み下さい

楽しかった
夏休み！！

～夏休みこども教室～

楽しかった
夏休み！！

～夏休みこども教室～

寄附金　総額 254,301円寄附金　総額 254,301円

物  品物  品

●もばら～めん部会 10,000円　●木崎東泉寺青葉まつり実行委員会 45,850円　●伸和園芸 5,000円
●青年学級OB会 4,176円　●茂原卸商業団地協同組合 50,000円　●外房学園青空会 1,038円
●チャリティー第10回愛唱歌コンサート 100,000円　●茂原市飲食店組合 13,578円
●民謡舞踊おたのしみ会 10,000円　●NPOふるさと未来ネットワーク 9,603円
●河野 昌子 5,000円　●匿名1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6月1日～8月31日 （順不同：敬称略）

●瀧島 幸一 使用済切手500枚　●あやめ卓球クラブ 使用済切手367枚　●林 満佐子 毛糸15個分
●金谷 京子 プラズマテレビ1台　●もろぎぬの会 雑巾325枚　●ASA茂原 使用済切手2,330枚
●明治安田生命茂原第一営業所 プルタブ1袋分、使用済切手50枚
●東郷地区自治会長連合会 草刈り機1台　●ASA新茂原 使用済切手2,000枚
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かわいい
お菓子
できたよ！

千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター【申込・お問い合わせ】

成年後見制度研修会平成２6年度

県民や福祉関係者を対象に、お笑い芸人との掛け合いな
どを通して、成年後見制度の概要や職務を学び、制度の
利用促進を図ります。

［日　　時］ 平成２６年１１月２９日土 １３：３０～１６：００
［会　　場］ 千葉市生涯学習センター（JR千葉駅から徒歩８分）
［定　　員］ ３００名（申込先着順）　［参加費］５００円（資料代）
［申　　込］ 申込書をFAXかEメールで送信
 （定員を超えた場合のみ連絡有り）

［締め切り］ 平成２６年１１月２０日木必着
［配布場所］ 各市町村社会福祉協議会、各市町村行政、
 千葉県社会福祉協議会等

〒260-8508 千葉市中央区千葉港４-３　☎043-204-6012
FAX043-204-6013　Eメール：smile@chibakensyakyo.com
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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メール: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

【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務課、地域福祉課、在宅サービスセンターへのお問い合わせはこちらです。

家庭で

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

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。

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。

～介護でお困りの方、ご相談ください！～

私たち
ケアマネジャーが
みなさまの生活を
サポートさせていただきます。

フードドライブにご協力をお願いします。
ご家庭で眠っている食品の
寄附を募集しています。

【お問い合わせ】 総務課 【お問い合わせ】 在宅サービスセンター

●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

●10/22、11/26、12/17、1/28
　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

●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

●10/10・24、11/14・28、12/12・26、1/9・23
　10：００～１５：００

●総合市民センター　３階　相談室
※相談日以外でも相談は、地域福祉課にて受付ております。 

［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。）

【お問い合わせ】 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（総務課内）

illustration by 羽雪 ©Crypton Future Media,INC.www.piapro.net 

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。
　「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。
　茂原市で集まった募金は、約7割が高齢
者や障がい者、子どもたちへの福祉活動
など「もばらの地域福祉」に役立てられて
います。
　また、震災や大雨災害などの自然災害
発生時には、被災地や被災者の復興を支
援する募金としても役立てられています。
　運動期間中は、市内各所で募金活動を
行いますので、みなさまのご理解とご協
力をお願いいたします。
　12月からは、集まった募金の全額が、茂
原市の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。みな
さまのご協力をお願いいたします。

平成26年度配分計画

検 索はねっと

第25回 茂原市社会福祉大会

赤い羽根募金
３つの特徴
赤い羽根募金
３つの特徴

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、
被災地・被災者支援として役立てられます。

被災地・被災者支援に使われます

平成25年度 茂原市での募金額 8,594,327円

茂原市内の福祉活動を支援します

■長寿クラブなどの高齢者支援 233千円
■障がい者団体の活動支援 476千円
■児童養護施設・交通遺児などの支援 330千円
■ボランティア団体の活動支援 490千円
■生活困窮者・地区社協などの地域福祉活動支援 4,055千円

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 5,584,000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・いじめ対策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　3,010,327円

入退場自由

平成26年10月25日土
１３：００～１６：００

日　時

場　所

入場料

共　催

内　容

茂原市東部台文化会館
音楽ホール
無料

茂原市

❶社会福祉功労者顕彰
❷活動発表

❸記念講演

NHK教育「となりの子育て」出演 
「よっつめの約束」（主婦の友社） 「思春期ブギ」（ジャパンマシニスト社）
「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

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！
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！

※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になります。どうぞお楽しみに！

　住み慣れたご家庭で安心した生活が続けられるように、ご本人やご
家族とご相談のうえ、利用者様のご希望にそった介護サービス計画（ケ
アプラン）を、作成させていただきます。作成費用は、全額介護保険か
らの給付となるため、自己負担額はありません。
　また、介護保険を利用するにあたっての申請についても、代行やお
手伝いを無料で行っています。お気軽にご相談ください。

　「フードバンクちば」では、品質に問題がないにも関わらず廃棄され
てしまう食品を企業や家庭から寄附していただき、食品を必要として
いる福祉施設や生活に困窮している方へ、無償で提供する活動を行っ
ています。「フードドライブ」は、年3回程度、その食品の寄附を呼びか
けるキャンペーンとして行われています。

茂原市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

［募集期間］ 平成２６年９月１６日火～１０月３１日金
［募集内容］ 賞味期限が明記され１ヶ月以上あり、
 未開封で常温保存が可能な食品。

［受取窓口］ 総合市民センター ２階 総務課
例お米（常識の範囲内で古くないもの）、乾麺、インスタント食品、缶詰

フードドライブってなぁに？

計画を立ててから募金を集めます
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。

○もばちゃいる運営委員会～もばちゃいる企画のきっかけから開催まで～
○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～
○もばちゃいる運営委員会～もばちゃいる企画のきっかけから開催まで～
○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～

社福もばら
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