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茂原市社協マスコット
「ふくぞう」

千葉ロッテマリーンズ福祉野球教室を開催
12月13日土長生の森公園野球場にて、千葉ロッ
テマリーンズ現役選手やＯＢ選手、チアパフォー
マーM☆Splashを講師に招き、長生郡市内の障が
いのある方、少年野球チーム、児童福祉施設の児童など
約200名が参加し、福祉野球教室を開催しました。

今回で3回目の開催となり、参加者は、憧れのプロ野球選手
とキャッチボールやトスバッティング、M☆Splashとのダンス、
選手との1打席対決を行いました。福祉施設に通う女の子の母
親は、
「娘は、全試合を欠かさず観るほど大のロッテファン。こ
のイベントを本当に楽しみにしています。」と語り、子どもたち
が笑顔いっぱいで、野球を楽しむ姿を見守っていました。

【参加選手】
松永昴大 選手
伊藤義弘 選手
黒沢翔太 選手
肘井竜蔵 選手
手嶌智選手［OB］

グラウンドは、大好きな野球への真剣な眼差しや
仲間への大きな声援で、一体感に包まれていま
した。

この福祉野球教室は、企業・商店・団体などの協賛金、共同募金配分金や助成金により運営しています。
ご協賛いただいた皆さまに心よりお礼を申し上げます。
協賛企業

大多喜ガス株式会社／茂原商工会議所／千葉石油株式会社／富士機械株式会社／双葉電子工業株式会社／株式会社マックス／東洋ケミカルエンジニアリ
ング株式会社／茂原市卸売団地協同組合／関東天然瓦斯開発株式会社／京葉ロジコ株式会社／三井化学株式会社茂原分工場／郵便局株式会社茂原東郷
郵便局／株式会社合同資源／TOTOハイリビング株式会社／株式会社アスカ茂原法輪閣／株式会社千葉興業銀行茂原支店／中央労働金庫茂原支店／千
葉県教職員組合長生支部／茂原青年会議所／株式会社山崎組／株式会社千葉銀行茂原支店／ホテルニュー福本／株式会社金坂青果市場／株式会社房給
／株式会社コーケン／房総信用組合／ワタベフーズ／オータキ産業株式会社／最首会計事務所／有限会社山利商店／日本食研株式会社／合名会社中村
商店／有限会社長谷川酒販／正文建設株式会社／石井青果店／日新火災海上保険株式会社千葉サービス店／損害保険ジャパン日本興亜株式会社茂原支
社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社茂原支社／住友三井オートサービス株式会社／ブリヂストンタイヤジャパン株式会社茂原営業所／黒船菓子
店／有限会社ホープ食品／株式会社スクエア／有限会社長谷川会計センター／みなみスポーツセンター／千葉ミート食品株式会社／有限会社和喜多／茂
原商業開発株式会社／株式会社竹りん
（順不同・敬称略）

第7回

もばら福祉チャリティー
ゴルフ大会へのご協力
ありがとうございました

遊具等の寄贈ありがとうございました
株式会社伊藤園様
大会終了後のセレモニー

10月2日木房総カントリークラブにて、第7回もばら福祉チャリティー
ゴルフ大会が開催され、124名が参加し、仲間とのプレーを楽しみまし
た。ワンオンチャレンジなどで集まったチャリティー募金26万円が、大会
終了後に実行委員会より、当協議会に寄附されました。この寄附金は、
ひとり暮らし高齢者などの見守り活動や、サロン活動などの地域福祉
活動に活用させていただきます。参加していただいたみなさまありが
とうございました。
また、開催にあたり、賞品等をご提供いただいた協賛企業ならびに
商店のみなさまに心よりお礼を申し上げます。
【協賛企業】
双葉電子工業株式会社／杉木鉄工株式会社／小林モータース株式会社／株式会
社金坂青果市場／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／株式会社横堀本店／市原薬局／株式会社竹りん／千葉石油株式会社／
有限会社糸久建設／株式会社大谷商店／ベリーズカフェ／前田腎研究所クリニ
ック／みなみスポーツセンター／コカ・コーライーストジャパン株式会社茂原支店
／やま膳／居酒屋大寿／桶市ホーム機器／有限会社茂原ツインサーキット／大
網グリーンゴルフ／株式会社アスカ茂原法輪閣／茂原ライオンズクラブ／ポプラ
クリニック／セントラルサーベイ株式会社／COFFEE SECOND （順不同：敬称略）

株式会社伊藤園様から、市内の各児童センター（二宮・豊田・五郷・
東郷・総合市民）や学童クラブ（豊岡・二宮・東郷）、ボランティアセン
ターに、3,090,507円相当の児童遊具や玩具、高齢者疑似体験セット、
軽自動車など56点を寄贈していただきました。
児童の健全育成やボランティア活動の推進のため、大切に活用させ
ていただきます。

❶

介護でお困りの方はいませんか？ 介護保険の申請から、ケアマネジャーがお手伝いをさせていただきます。 在宅サービスセンター
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今年もたくさんの“支えあうココロ”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

840,418円

長生高校JRC委員会のみなさん
【協力団体】順不同・敬称略

市内の店舗や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
どの方々にご協 力 頂き、赤 い 羽 根（ 10月実 施 ）
264,738円、歳末たすけあい募金（12月実施）
575,680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。

赤い羽根募金箱 79,051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。
【募金箱設置協力店】順不同・敬称略
㈱アップル茂原店／一心亭／一徹茂原店／㈲一本やり／江戸前／おお
くら／オランダ屋茂原公園前店／三軒屋茂原店/ねぎぼうず／７７７
ニューみやこ／麺処道／味噌屋八玄／ファミリーマート茂原町保店／不
二家茂原下永吉店／緑ヶ丘コミュニティーセンター／茂原郵便局／㈱ヨ
シヤマーケットプレイス店／らいもん茂原店／らみゅーず／ワークマン
茂原バイパス店／イオンリテール㈱イオン茂原店／生涯大学外房学園
／長生病院売店／市内公共施設

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／長生高校ＪＲＣ委員会
【活動場所】順不同・敬称略
アスモ／イオン茂原店／㈱ハヤシ本店／せんどう茂原店／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

規格外野菜を
地域住民へ
12月11日、茂原樟陽高等学校の生徒の
みなさんが、規格外野菜の無料配布を行
いました。同時に募金箱も設置し、歳末た
すけあい募金への協力を呼びかけました。

まごころ募金
総額 685,893円

茂原樟陽高等学校のみなさん

12月10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
すけあい募金に寄附していただく活動です。 茂原市長寿クラブ連合会のみなさん

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・
火災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。
■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）

茂原市社会福祉協議会訪問介護事業所
－あなたの資格を地域で活かしてみませんか－

♥善意ありがとうございました♥
寄附金

私たち訪問介護事業所は
「介護が必要になっても自分の地域で
暮らしたい！」という思いを
応援しています。

991,897円

●しょうじゅの里茂原 9,224円 ●金坂医院 150,000円 ●安藤 矗勇 100,000円
●もばら福祉チャリティゴルフ大会実行委員会 260,000円
●社会福祉法人長生共楽園養護老人ホーム一同 48,714円
●茂原市グラウンドゴルフ協会 11,750円 ●中の島地区社会福祉協議会 11,112円
●オーブン料理&太巻き寿司教室受講生一同 2,393円
●中央カラオケサークル 11,000円 ●コスモス会カラオケ発表会 20,777円
●株式会社茶太閤白井 6,491円 ●茂原市文化祭実行委員会社交ダンス部門 41,787円
●生大一笑の会 2,275円 ●日本ホーリネス教団茂原キリスト協会 60,000円
●中村 静夫 28,128円 ●萬華楼カラオケ会 22,510円 ●森川 健次 5,000円
●千葉県生涯大学校外房学園エコフェスタ実行委員会 40,000円 ●青柳 5,000円
●茂原市連合婦人会 30,000円
●千葉県立茂原樟陽高等学校インターアクト部 2,780円
●千葉県生涯大学校外房学園切り絵クラブ 15,000円
●カラオケオフィスM企画 50,000円 ●年金者組合長生・茂原支部 3,000円
●野巻戸長寿会 6,952円 ●匿名 17件

先輩ヘルパーにインタビュー
ご利用者が、
「自分らしく」
日々の生活が続けられるようにお手伝い
させていただいています。
人生の大先輩からうかがうお話は、
貴重な宝物です。

私たちと一緒に、その思いを叶える方を募集しています。

物 品

【募集内容】ホームヘルパー（パート職員）60歳位まで
茂原市内の高齢者や障がい者の自宅を訪問し、利用者の
状況に応じた身体介護、生活援助（買い物、調理、清掃など）
を行う業務
月曜～日曜日のうち、2日以上できる方
8：00～19：00のうち、
３時間程度
【給

総額

●あやめ卓球クラブ 使用済切手812枚 ●もろぎぬの会 雑巾210枚
●岩川 開 車イス1台 ●堀川 紀夫 使用済切手70枚
●ASA茂原 使用済切手900枚 ●瀧島 幸市 使用済切手300枚
●ASA新茂原 使用済切手2,136枚 82円切手34枚
●打矢 フキ 車イス1台 使用済切手2,404枚 ●江澤 隆司 卓球台1台
●池田 加代子 毛糸3袋 ●若松 則子 毛糸1袋 ●武藤 博文 紙おむつ15袋
●明治安田生命労働組合千葉支部 雑巾200枚 ●鈴木 松美 バスタオル14枚
●田丸 英美 商品券5,000円分 ●株式会社伊藤園 児童遊具等56点
●匿名 雑巾60枚

※曜日･時間については、応相談

与】時給1,050円～1,80０円（シフト制）
その他、移動費や訪問時間に応じた手当あり
【勤務場所】利用者宅 ※直行直帰
【資
格】①～③のいずれか１つ
①介護福祉士 ②訪問介護員２級以上
③介護職員初任者研修修了者

【寄附の募集】当協議会では、年間を通して、ご寄附を受付けております。
（※寄附物品は、状況によって異なりますのでお問い合わせください。）

【お問い合わせ】在宅サービスセンター

【お問い合わせ】総務課

いただいた寄附は社会福祉の推進のため、大切に活用させていただきます。
受付期間：平成26年9月1日~12月31日迄
（順不同：敬称略）

❷
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福祉センター Information

Event ～イベント情報～

Report ～イベントレポート～

春チャレ☆ハッピーフラワーアレンジメント♪

［日 時］2月28日土 10:00~12:00
［場 所］総合市民センター
［内 容］お花でプードルをつくろう
［対 象］市内在住 小学生 ［定 員］25名（申込み順）
［参加費］600円
［持ち物］新聞紙、手拭用おしぼり
持ち帰り用紙袋
［受 付］2月15日日~21日土
※参加費を添えて
お申し込みください。

ふれあいまつり

れっつだんす♪

［日 時］2月14日土・15日日 9:00~16:00
［場 所］総合市民センター
［内 容］★14日土・15日日
○自主グループ作品展&無料体験コーナー
○模擬店（焼きそば・とん汁等）
○お茶会（10:00~15:00）
★14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）
★15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）

ちいさなおんがくたい♪

サンタさんありがとう♪

ティータイム♪
【お問い合わせ】総合市民センター（☎24-9511）

ボランティア Information

茂原ボランティア会会員募集!!
茂原ボランティア会は、
「できる人が・できる
時に・できることをやる」をモットーに昭和50年
から活動を続けています。会員数は、40名を超
え、介護施設や児童福祉施設にて、レクリエー
ション等を中心にボランティア活動を行ってい
ます。また、古切手の収集・分別を行い、国際協
力NGOジョイセフに送る活動なども行ってい
ます。
できることをできる範囲で無理なく活動でき
ますので、興味のある方は、是非一度お問い合
わせください。
※国際協力NGOジョイセフ
途上国の妊産婦と女性を守る活動を行う民間団体。
古切手などを支援金に返還し、ワクチンなどの助成を行う。

ささえる・つながる福祉講座
～精神障害ってなんだろう～
対象

テーマに興味のある方

定員

30名

無料

第1回 平成27年2月18日水 13:30~15:30
「精神障害の正しい理解」
講師 鈴木神経科病院 精神保健福祉士 伊藤孝浩氏
「ボランティアってなんだろう」
講師 千葉県ボランティア連絡協議会 事務局長 渡邉千代美氏
第2回 平成27年3月4日水 13:30~15:30
「語る。~当事者・ボランティアそれぞれの想い~」
登壇者 NPO法人スペースぴあ、心のボランティア・ちば

日時
内容
活動先である獅子吼園にて

場所

茂原市総合市民センター

お申込方法

まきの木苑で紙芝居

参加費

当協議会へご連絡ください。
２月２日月～受付開始。

※定員になり次第、受付終了。

【お申し込み・お問い合わせ】地域福祉課

第9 回

貸付制度 のご案内

フードドライブに

ご家庭で眠っている
食品の寄附を
ご協力をお願いします。 募集しています。

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、用途に応じた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。

［募集期間］平成27年1月13日火～2月27日金
［募集内容］賞味期限が明記され2ヶ月以上あり、
未開封で常温保存が可能な食品。

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

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

［受取窓口］総合市民センター ２階 総務課

資金種類一例

「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、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。前回は、5.45トン
（うち当協議会受付分14.8㎏）の食品が集
まりました。ご家庭に眠っている食品があり
ましたらご協力をお願いします。

資金名

貸付限度額

緊急小口資金
教育
支援
資金

１０万円以内
《高

据置期間

《大

学》月６．
５万円以内

２０年以内

卒業後
６ヶ月以内

５０万円以内

※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。

前回よせられた食品の一部

【お問い合わせ】地域福祉課

【お問い合わせ】総務課

❸

貸付利子

校》月３．
５万円以内

教育支援費 《高専・短大》月６万円以内
就学支度費

償還期限

８ヶ月以内 ２ヶ月以内
無利子

当協議会では、茂原市の福祉活動のための寄附を受付けております。 ご協力よろしくお願いします。

総合市民センターでは、12月5日金と12月6日土の2日間クリスマス会を行い、総勢
254人が集まりました。
5日の午前には、毎週活動している、親子で遊ぶ会「くれよん」、午後は市内在住の4歳
までの親子、6日は市内在住の5歳～小学生が集まり楽しいひと時を過ごしました。
それぞれが持ち寄ったプレゼントを、サンタさんを通じて交換し、歌や踊りなどで
笑顔があふれました。

社福もばら No.107

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

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）

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

●2月25日、3月25日
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

●2月13日、2月27日、3月13日、3月27日
10：
００～１５
：
００

※相談日以外でも相談は、地域福祉課にて受付ております。

●総合市民センター ３階

相談室

●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。）
【お問い合わせ】あゆみの家

☎２４-９１３５

「僕らはみんな生き活き展」のお知らせ

第23回

嘱託職員の募集

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。

【募集内容】①福祉作業所 嘱託指導員 1名（男性希望）
作業指導及び送迎など、62歳までの方、
週5日勤務（月~金）8:30~17:15、月給145,000円、
加入保険（健康・厚生・雇用・労災）
②福祉センター パート職員 2名（男性希望）
貸館業務及び施設内外の維持管理、65歳までの方、
週4日~5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）
加入保険（雇用・労災）

【雇用期間】平成27年4月1日～平成28年3月31日（更新の場合あり）
【応募条件】＊福祉に関心のある方の応募をお待ちしています
＊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
【提出書類】履歴書、職務経歴書
【選考内容】書類選考（1次審査）、面接試験（2次審査）
【受付開始】平成27年2月2日月～ ＊応募状況により、受付を終了します。

日時 平成27年2月22日日～25日水【4日間】10：00～20：00
場所 茂原ショッピングプラザアスモ センターコート

お見舞金を
お届けします

交通事故による遺児の方へ

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）及び当協議会に寄せられた赤い羽根共同募金より、お見舞金
をお届けします。
対象になる遺児がおられる世帯は、2月5日木までに、当協議会へ
お問い合わせください。

❶ 平成27年4月に小学校・中学校へ入学する遺児へ ◆勉学奨励金・図書カード
❷ 平成26年2月1日以降、交通遺児となった児童がいる世帯へ ◆お見舞金
❸ 平成27年3月に中学校を卒業する遺児へ ◆激励金・図書カード

【お申し込み・お問い合わせ】地域福祉課

【お申し込み・お問い合わせ】総務課

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

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。

ホームページ 茂原市社協

Eメール:info@mobara-shakyo.or.jp
【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

検索

東口

※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

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

JR茂原駅

至茂原市内

イオン
茂原店

❹

