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セレクト有限会社 ☎0475-26-2111
千葉県茂原市大芝４４０-８  FAX.0475-26-2255
介護保険事業所番号：1271501411

ケアプランセレクト
☎0475-36-6112 FAX.（左に同じ）
事業所番号：1271502179

0120-256-164

セレクト
福祉用具・介護用品をいつも
安心してお使い頂けるよう
サポートいたします。

ＵＲＬ http://select-care.net/
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「感謝伝葬」法輪閣
故人様への最高の手向けは、悲しみではなく感謝の心…絆葬

住宅改修

ケアプラン作成

福祉機器介護用品

茂原市綱島829-1  ☎0475-22-0010  FAX.0475-22-0123

〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）

【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

※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会

編集と発行

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。

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。
相談日・相談内容

見守り型食事サービス
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、在宅で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、在宅で寝たきりの高齢者や
 障がいのある方（児童可）

●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】 もばら後見支援センター

●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）
　【お問い合わせ】 地域福祉課

心配ごと
相  談

●10月26日、11月16日、12月21日、1月25日
　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

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
障がいのある方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）

【お問い合わせ】 さんぶエリアネット
 TEL 0475-53-5208　FAX 0475-80-2808

　総合市民センター耐震改修工事終了に伴い、茂原市社会福祉協議会及び総合市
民センターは、9月20日より総合市民センターにて、業務を再開しました。工事期間
中は、市民のみなさまに、ご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。
　総合市民センターは、10月1日から利用できます。電話での部屋の予約はできま
せんが、空き状況等につきましては、随時、電話にてお問い合わせください。

　多くのみなさまにご協力いただき、9月末現在495,425円の義援金が
集まりました。義援金は、平成29年3月31日まで受付しておりますので、
引き続きご協力をお願いいたします。

茂原市社会福祉協議会・総合市民センターからのお知らせ

【お問い合わせ】 総合市民センター　☎24-9511【お問い合わせ】 総務課

【お問い合わせ】 総務課

「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付していただき、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。

●募集期間／平成２８年9月12日月～10月31日月
●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。（インスタント食品や缶詰など）
●受取窓口／当協議会

♥善意ありがとうございました♥

寄付金　総額 141,485円寄付金　総額 141,485円

物  品物  品

●木崎東泉寺「青葉まつり」実行委員会 38,343円
●萬華楼カラオケ会 24,449円　●生大 一笑の会 1,992円
●河野 昌子 3,000円　●民謡舞踊おたのしみ会 10,000円
●民謡舞踊おたのしみ会チャリティー 24,024円
●東町長寿会 354円　●NPOふるさと未来ネットワーク 12,902円
●大多喜ガス㈱ 13,850円　●匿名　1件

受付期間 ： 平成28年6月1日～8月31日迄（順不同：敬称略）

●双葉電子工業㈱ 保存食マジックライス449食
●鈴垣 圭之 おもちゃブロック1箱

ご自宅に眠っている食品の寄付に
ご協力をお願いします。

フードバンクちば

寄付金については、個人または企業の方が、本会（特定公益増進法人）に寄付
した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。詳しくは、国税庁のホー
ムページ等をご覧ください。

【日　　時】 平成28年10月23日日 13：30～15：30（受付13：00～）
【場　　所】 山武みどり学園（大網白里市大網5347）
【内　　容】 施設内見学、実践報告（山武みどり学園柳原副施設長）
【申し込み】 当日参加も可能ですが、できるだけ事前に申し込みください。

あゆみの家

【お問い合わせ】 あゆみの家　☎２４-９１３５

障害福祉サービスのご利用を考えている方、
ご相談ください。

相談支援事業所（計画相談）
●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、身体障害者手
帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
のいずれかをお持ちの方

（市外にお住まいでご希望の場合は、
ご相談ください）

●障害福祉サービスの利用に必要
なサービスなど、利用計画書の
作成を行っていますので、ご相
談ください。

［対象者］
市内にお住まいで、障害福祉サー
ビスを利用するために、茂原市より
計画書の提出を求められた方

「障がいのある方のより良い支援を考える」研修会
長生・山武自閉症協会主催 家庭で

【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）

©L5/YWP・TX

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
障がいのある方、子どもたちへの支援、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、市内各所にて募金活動を行
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月に行われる「歳末たすけあい募金活
動」では、集まった募金の全額が、茂原市の福
祉活動に還元されます。
　みなさまのご協力をお願いいたします。

平成28年度配分計画

検 索はねっと

第27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27年度 茂原市での募金額 8,688,375円

■長寿クラブなどの高齢者支援 331千円
■障がい者団体の活動支援 626千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 280千円
■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 4,355千円

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 6,082,000円
（茂原市内の福祉活動支援）

■高齢者・障がい者施設の送迎用車輌費助成
■民間福祉施設・団体の機器及び備品購入費助成
■高齢者、障がい者、児童・青少年福祉団体等の活動支援
■自殺・虐待・いじめ・経済的困窮者支援等への取組みに対する助成

千葉県共同募金会から福祉団体へ　2,606,375円
（県内の福祉活動支援）

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。

平成28年熊本地震義援金のご報告

五郷ボランティア会・東部ボランティア会・茂原ボランティア会・オープンガーデンチャリティ・
千葉県生涯大学校外房学園学生自治会・茂原スポーツ吹矢同好会・木崎東泉寺・六点会・
新潟県人会・茂原市長寿クラブ連合会 （順不同） ご協力ありがとうございました。

日　時 平成28年10月22日土
13：30～16：00
平成28年10月22日土
13：30～16：00

会　場 茂原市総合市民センター
4階大ホール
茂原市総合市民センター
4階大ホール

内　容

入場料

⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演
　キユーピー株式会社　妻谷 勝弘 氏
　「 楽しく食べて、健康に！ 」

⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演
　キユーピー株式会社　妻谷 勝弘 氏
　「 楽しく食べて、健康に！ 」

無料無料 その他 手話通訳・託児サービス有手話通訳・託児サービス有

義 援 金
協力団体

●毎週火 ・ 水 ・ 金曜日　１３：００～１６：００
　（行事の都合により、お休みの場合有）
●総合市民センター　１階　生活相談室

福祉作業所（就労継続支援B型）

社福もばら社福もばら
2016.10.1 No.114茂原市社協

マスコット「ふくぞう」

検 索茂原市社協ホームページ

❶



五郷福祉センター

「ビーズクラフト教室」
東郷福祉センター
「野外調理体験」

二宮福祉センター
「スマイルデイキャンプ」

豊田福祉センター
豊田夏チャレ「フラダンス体験教室」

　8月27日土富士見公園にて実施された第37
回九都県市合同防災訓練において、災害ボラ
ンティアセンター運営訓練を行いました。災害
時には、大勢のボランティアと多くの物資が被
災地の支えとなります。ボランティアと物資を
被災者に結びつけるのが、災害ボランティアセ
ンターの役割です。被災者の要望の聞き取り、ボランティアの受付、
マッチング、資材の手配など一連の活動を効率よく円滑に行うこと

が求められます。
　当日は、関係団体・機関から約70名が参
加し、災害ボランティアセンターの運営、
避難所での支援物資の仕分けと配布、仮
設トイレの設置など実践的な訓練を行い、

「災害に備える」一端となりました。

2016 夏の思い出2016 夏の思い出

二宮福祉センター（☎26-3740） 五郷福祉センター（☎25-7880）

総合市民センター（☎24-9511）

豊田福祉センター（☎26-1105）

東郷福祉センター（☎25-5882）

☆ちびっこ親子のクリスマス会
【日　時】 12月 1日木 13:30~15:00　【対　象】 市内在住 0~4歳児までの親子
【定　員】 なし　【参加費】 無料
【内　容】 歌、ふれあい遊び、サンタさんからのプレゼント、おやつタイム
【持ち物】 おやつ、飲み物、レジャーシート、ひざ掛け、
 300円程度のプレゼント（サンタさんからのプレゼントとして
 使わせていただきます。必ず持参してください。）

【受　付】 当日13:00~受付開始（事前の受付はありません）

☆サタデーキッズ（後期）
【日時・内容】 各日 9:30~11:30
  ①11月19日土 チョークアート ②12月 3日土 クリスマスリース
  ③ 1月14日土 消しゴムはんこ ④ 2月 4日土 お菓子作り

【参加費】 ①800円　②③700円　④500円　【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 ①10名　②~④16名　【受　付】10月17日月~28日金 開館時間内

☆わいわい☆クリスマスパーティー
【日　時】 12月17日土 10:00~13:00
【対　象】 市内在住　小学生
【定　員】 30名
【参加費】 500円
【内　容】 ゲーム、軽食他
【持ち物】 上履き、飲み物、手さげ袋
【受　付】 11月19日土 9:00~
 （申し込みは、本人を含め2名まで）

☆にこにこ親子のクリスマスパーティー
【日　時】 12月10日土 10:00~11:30
【対　象】 市内在住 0~3歳児までの親子
【定　員】 親子20組（兄弟姉妹を含む）
【参加費】 300円
 （兄弟姉妹1人増えるごとに
   200円いただきます）

【内　容】 手遊び・ダンス・保護者同士の情報交換他
【持ち物】 飲み物、タオル
【受　付】 10月25日火 9:00~

☆クリスマス!!わいわいパーティー
【日　時】 12月10日土 10:00~13:00
【対　象】 市内在住　5歳~小学生
【定　員】 20名
【参加費】 600円
【内　容】 クリスマスミニセレモニー、
 ゲームあそび、楽しいランチ

【持ち物】 上履き、飲み物、お手ふき、
 スプーンフォークセット、敷物

【受　付】 11月5日土 9:00~

はぴはぴ☆クリスマス!
【日　時】 12月10日土 10:00~12:30　【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名　【参加費】 500円
【内　容】 ゲーム、ピザdeパーティー、プレゼント交換
【持ち物】 300円程度のプレゼント（当日、持参してください）
【受　付】 11月19日土 9:00~

☆クリスマス・クラフト
【日　時】 12月3日土 9:30~11:30
【対　象】 市内在住 小学生　【定　員】 15名
【参加費】 500円
【内　容】 指編みで作るクリスマスリース
【持ち物】 飲み物、お手ふき、木工用ボンド
【受　付】 10月4日火 9:00~

【受付】 参加費を添えて、直接各センター窓口へ（申し込み順）
 （総合市民センター主催「ちびっこ親子のクリスマス会」は除く）
＊駐車台数に限りがあるため、駐車できない場合がございます。予めご了承ください。

注意
事項

EventEvent
～イベント情報～

ReportReport
夏休み

子ども教室 

　7月20日～8月31日の間、小学4年生から
大人の方まで幅広い世代約500名が、ボラン
ティアに参加しました。参加のきっかけは、「学校や仕事の合間に
ボランティアをしてみたい」、「将来の夢を叶えるために経験を
積みたい」、「地域のさまざまな人と出会いたい」など多様です。
参加された方の中には、「介護施設で、どんなお手伝いをしたら
よいのか」を考えたり、「学童保育で、良いこと、悪いことをどの
ように伝えようか」など、戸惑いながらも、一生懸命に相手の気

持ちを考え、自分の経験を生かして取り
組んでいました。「将来の夢への力になり
ました」「地域の方々と出会い、話すこと
ができて良かった」など、これらの体験か
ら、それぞれの心に残るあつい夏になっ
たようです。 災害ボランティアセンター受付災害ボランティアセンター受付夏期茂原学童クラブ夏期茂原学童クラブ

認知症予防教室認知症予防教室

支援物資の仕分け作業支援物資の仕分け作業

はじまりは、この夏の“ボランティア”から！はじまりは、この夏の“ボランティア”から！

夏の体験ボランティア夏の体験ボランティア －第37回九都県市合同防災訓練にてー
災害ボランティアセンター運営訓練災害ボランティアセンター運営訓練

福祉センター　Information

　豊田地区社協では、自治会、まちづくリ協議会、民生児童委員協議会、長寿会、ボランティア会など各
種団体と連携し、地域一体となってサロン事業を推進しています。いきいきサロンでは、長寿会と共催
でカラオケ・芸能発表会やグラウンドゴルフ大会を行い、また、まちづくり協議会と共催で敬老祝賀行

事などを行っています。その他にも、地区民体育祭、そば打ち体験、
作品展祭りなど、老若男女が参加できる行事を開催し、世代間の交
流を通して、地域の絆を深めています。
　お出かけサロンでは、高齢者を対象に年に3回、東京や県内の人
気施設などを訪れ、毎回、好評を得ています。
　今後とも、サロン事業を通して、見守り・助け合い活動を推進し、
誰もが安全・安心を実感できる地域を目指して活動していきます。

◯豊田地区社会福祉協議会　会長　林 正弘

　二宮地区社協のふれあいいきいきサロンでは、75歳以上の高齢者を招待し、福祉センターの利用
グループによる民謡、舞踊、各種楽器演奏などの披露、二宮保育所の園児、二宮小、緑ヶ丘小1・2年生

による演技、肩たたきなど、年に2回、世代間交流を行っています。
　また今年は、健康教室（血圧測定、健康相談など）にかわり、まちづくり
茂原市民ネットの協力をいただき、医学博士河野俊彦先生による「背骨
から健康を知る」と題した、健康講座を行いました。
　高齢者の居場所づくり、交流、孤立防止を進め、世代間交流をはかり、
子どもたちとのふれあいを大切に、保育所、小学校と連携した福祉活動
を行っていきたいと思います。

　長寿クラブでは、高齢者の生きがいと
健康づくりのために、仲間づくりや相互の
支え合い、社会貢献をはじめ、下記の活動
を行っています。市内在住でおおむね60歳以上の方は、どなたでも
加入することができますので、ぜひご加入ください。

　9月3日、4日に市内公共施設に
て、ボランティアのご協力をいただき、米寿を迎えられた方179名の
記念撮影を行い、出来上がった写真をご自宅へお届けしました。
　撮影に訪れたみなさまは、お気に入りのスーツや着物など、思い思
いの服装で、ほがらかな笑顔を咲かせて記念の1枚を撮影されてい
ました。撮影の合間にお話しを伺うと「88年を振り返ると、仕事、家
族、友人、地域、たくさんのことを思い出します。今日は、一生に一度
の記念になりました。」とお話いただきました。

　茂原市ボランティア連絡協議会では、11月7日～19日に加盟17団体の活
動見学会と食事サービスボランティアの体験教室を開催します。過ごしやす
いこの季節、ボランティアを体験してみませんか。お気軽にご参加ください。

◯二宮地区社会福祉協議会　会長　米本 義麿

笑顔で集まろう！！ いきいきサロン
各地区サロン紹介

生きがいと健康づくり
茂原市長寿クラブ

【お問い合わせ】 茂原市長寿クラブ連合会（当協議会内）

【申し込み・お問い合わせ】 茂原市ボランティアセンター（当協議会内）

◆主な活動内容
●健康づくり活動（グラウンドゴルフ、ペタンク、ゲートボール、輪投げ大会等）
●趣味・文化活動（芸能、カラオケ発表会等） ●レクリエーション活動
●ボランティア活動（まごころ募金運動等） ●長寿クラブ広報の発行 等

いつまでも素敵な笑顔で

米寿記念撮影

総合市民センター

ボランティア見学会と体験教室開催
秋のボランティアウィーク秋のボランティアウィーク

【日　　時】 平成28年11月15日火
 13:00～16:00
【場　　所】 総合市民センター
 （グループ活動室及び調理室）
【内　　容】 1お弁当作り体験
 2見守りボランティアについて
【参 加 費】 無料
【募集人数】 18名（先着順）

食事サービスボランティア体験教室活動見学会

朗読ボランティア
みずすまし会 総合市民センター広報もばら等を音訳し

視覚障がい者へ届ける
11月17日木
第1･3木曜日 10:00～16:00

活動日

点字ボランティア
六点会 総合市民センター点字カレンダーの作成等

点訳活動
11月16日水
第1･3水曜日 13:00～15:00

※活動時間内であれば自由に見学できます。

手話サークル
つつじの会

ろう者との交流や
手話の学習 毎週木曜日 19:00～20:30

団体名 活動内容 活動場所活動時間

［協力団体］
茂原写友会・フォトクラブ四季・デジカメの会・フォトサロンおおかわ屋

①入浴後のブロー

②入所者との交流

③生花教室補助
④車イスの方の買物介助
⑤使用済み切手の整理

茂原
ボランティア会

①11月 7日月
 10日木
②11月 7日月
 19日土
③11月 15日火
④11月 14日月
⑤11月 16日水

①真名実恵園
　実恵園（法目）
②長生共楽園
　まきの木苑
③ケアセンターかずさ
④ベイシア長生店
⑤総合市民センター

①10:00～11:30
　10:00～11:30
②10:00～11:30
　14:00～15：30
③14:00～15：00
④13:30～15:00
⑤ 9:00～11:30

社福もばら No.114
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五郷福祉センター

「ビーズクラフト教室」
東郷福祉センター
「野外調理体験」

二宮福祉センター
「スマイルデイキャンプ」

豊田福祉センター
豊田夏チャレ「フラダンス体験教室」

　8月27日土富士見公園にて実施された第37
回九都県市合同防災訓練において、災害ボラ
ンティアセンター運営訓練を行いました。災害
時には、大勢のボランティアと多くの物資が被
災地の支えとなります。ボランティアと物資を
被災者に結びつけるのが、災害ボランティアセ
ンターの役割です。被災者の要望の聞き取り、ボランティアの受付、
マッチング、資材の手配など一連の活動を効率よく円滑に行うこと

が求められます。
　当日は、関係団体・機関から約70名が参
加し、災害ボランティアセンターの運営、
避難所での支援物資の仕分けと配布、仮
設トイレの設置など実践的な訓練を行い、

「災害に備える」一端となりました。

2016 夏の思い出2016 夏の思い出

二宮福祉センター（☎26-3740） 五郷福祉センター（☎25-7880）

総合市民センター（☎24-9511）

豊田福祉センター（☎26-1105）

東郷福祉センター（☎25-5882）

☆ちびっこ親子のクリスマス会
【日　時】 12月 1日木 13:30~15:00　【対　象】 市内在住 0~4歳児までの親子
【定　員】 なし　【参加費】 無料
【内　容】 歌、ふれあい遊び、サンタさんからのプレゼント、おやつタイム
【持ち物】 おやつ、飲み物、レジャーシート、ひざ掛け、
 300円程度のプレゼント（サンタさんからのプレゼントとして
 使わせていただきます。必ず持参してください。）

【受　付】 当日13:00~受付開始（事前の受付はありません）

☆サタデーキッズ（後期）
【日時・内容】 各日 9:30~11:30
  ①11月19日土 チョークアート ②12月 3日土 クリスマスリース
  ③ 1月14日土 消しゴムはんこ ④ 2月 4日土 お菓子作り

【参加費】 ①800円　②③700円　④500円　【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 ①10名　②~④16名　【受　付】10月17日月~28日金 開館時間内

☆わいわい☆クリスマスパーティー
【日　時】 12月17日土 10:00~13:00
【対　象】 市内在住　小学生
【定　員】 30名
【参加費】 500円
【内　容】 ゲーム、軽食他
【持ち物】 上履き、飲み物、手さげ袋
【受　付】 11月19日土 9:00~
 （申し込みは、本人を含め2名まで）

☆にこにこ親子のクリスマスパーティー
【日　時】 12月10日土 10:00~11:30
【対　象】 市内在住 0~3歳児までの親子
【定　員】 親子20組（兄弟姉妹を含む）
【参加費】 300円
 （兄弟姉妹1人増えるごとに
   200円いただきます）

【内　容】 手遊び・ダンス・保護者同士の情報交換他
【持ち物】 飲み物、タオル
【受　付】 10月25日火 9:00~

☆クリスマス!!わいわいパーティー
【日　時】 12月10日土 10:00~13:00
【対　象】 市内在住　5歳~小学生
【定　員】 20名
【参加費】 600円
【内　容】 クリスマスミニセレモニー、
 ゲームあそび、楽しいランチ

【持ち物】 上履き、飲み物、お手ふき、
 スプーンフォークセット、敷物

【受　付】 11月5日土 9:00~

はぴはぴ☆クリスマス!
【日　時】 12月10日土 10:00~12:30　【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名　【参加費】 500円
【内　容】 ゲーム、ピザdeパーティー、プレゼント交換
【持ち物】 300円程度のプレゼント（当日、持参してください）
【受　付】 11月19日土 9:00~

☆クリスマス・クラフト
【日　時】 12月3日土 9:30~11:30
【対　象】 市内在住 小学生　【定　員】 15名
【参加費】 500円
【内　容】 指編みで作るクリスマスリース
【持ち物】 飲み物、お手ふき、木工用ボンド
【受　付】 10月4日火 9:00~

【受付】 参加費を添えて、直接各センター窓口へ（申し込み順）
 （総合市民センター主催「ちびっこ親子のクリスマス会」は除く）
＊駐車台数に限りがあるため、駐車できない場合がございます。予めご了承ください。

注意
事項

EventEvent
～イベント情報～

ReportReport
夏休み

子ども教室 

　7月20日～8月31日の間、小学4年生から
大人の方まで幅広い世代約500名が、ボラン
ティアに参加しました。参加のきっかけは、「学校や仕事の合間に
ボランティアをしてみたい」、「将来の夢を叶えるために経験を
積みたい」、「地域のさまざまな人と出会いたい」など多様です。
参加された方の中には、「介護施設で、どんなお手伝いをしたら
よいのか」を考えたり、「学童保育で、良いこと、悪いことをどの
ように伝えようか」など、戸惑いながらも、一生懸命に相手の気

持ちを考え、自分の経験を生かして取り
組んでいました。「将来の夢への力になり
ました」「地域の方々と出会い、話すこと
ができて良かった」など、これらの体験か
ら、それぞれの心に残るあつい夏になっ
たようです。 災害ボランティアセンター受付災害ボランティアセンター受付夏期茂原学童クラブ夏期茂原学童クラブ

認知症予防教室認知症予防教室

支援物資の仕分け作業支援物資の仕分け作業

はじまりは、この夏の“ボランティア”から！はじまりは、この夏の“ボランティア”から！

夏の体験ボランティア夏の体験ボランティア －第37回九都県市合同防災訓練にてー
災害ボランティアセンター運営訓練災害ボランティアセンター運営訓練

福祉センター　Information
社福もばら No.114
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この広報紙は、皆様からの会費と共同募金の配分金、広告協賛金によって年4回（5・7・10・2月）発行しています。

セレクト有限会社 ☎0475-26-2111
千葉県茂原市大芝４４０-８  FAX.0475-26-2255
介護保険事業所番号：1271501411

ケアプランセレクト
☎0475-36-6112 FAX.（左に同じ）
事業所番号：1271502179

0120-256-164

セレクト
福祉用具・介護用品をいつも
安心してお使い頂けるよう
サポートいたします。

ＵＲＬ http://select-care.net/

ＡＳＵＫＡ ＣＥＲＥＭＯＮＹ ＨＡＬＬ ＨＯＲＩＮＫＡＫＵ

「感謝伝葬」法輪閣
故人様への最高の手向けは、悲しみではなく感謝の心…絆葬

住宅改修

ケアプラン作成

福祉機器介護用品

茂原市綱島829-1  ☎0475-22-0010  FAX.0475-22-0123

〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）

【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

※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会

編集と発行

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。

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。
相談日・相談内容

見守り型食事サービス
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、在宅で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、在宅で寝たきりの高齢者や
 障がいのある方（児童可）

●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】 もばら後見支援センター

●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）
　【お問い合わせ】 地域福祉課

心配ごと
相  談

●10月26日、11月16日、12月21日、1月25日
　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

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
障がいのある方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）

【お問い合わせ】 さんぶエリアネット
 TEL 0475-53-5208　FAX 0475-80-2808

　総合市民センター耐震改修工事終了に伴い、茂原市社会福祉協議会及び総合市
民センターは、9月20日より総合市民センターにて、業務を再開しました。工事期間
中は、市民のみなさまに、ご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。
　総合市民センターは、10月1日から利用できます。電話での部屋の予約はできま
せんが、空き状況等につきましては、随時、電話にてお問い合わせください。

　多くのみなさまにご協力いただき、9月末現在495,425円の義援金が
集まりました。義援金は、平成29年3月31日まで受付しておりますので、
引き続きご協力をお願いいたします。

茂原市社会福祉協議会・総合市民センターからのお知らせ

【お問い合わせ】 総合市民センター　☎24-9511【お問い合わせ】 総務課

【お問い合わせ】 総務課

「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付していただき、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。

●募集期間／平成２８年9月12日月～10月31日月
●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。（インスタント食品や缶詰など）
●受取窓口／当協議会

♥善意ありがとうございました♥

寄付金　総額 141,485円寄付金　総額 141,485円

物  品物  品

●木崎東泉寺「青葉まつり」実行委員会 38,343円
●萬華楼カラオケ会 24,449円　●生大 一笑の会 1,992円
●河野 昌子 3,000円　●民謡舞踊おたのしみ会 10,000円
●民謡舞踊おたのしみ会チャリティー 24,024円
●東町長寿会 354円　●NPOふるさと未来ネットワーク 12,902円
●大多喜ガス㈱ 13,850円　●匿名　1件

受付期間 ： 平成28年6月1日～8月31日迄（順不同：敬称略）

●双葉電子工業㈱ 保存食マジックライス449食
●鈴垣 圭之 おもちゃブロック1箱

ご自宅に眠っている食品の寄付に
ご協力をお願いします。

フードバンクちば

寄付金については、個人または企業の方が、本会（特定公益増進法人）に寄付
した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。詳しくは、国税庁のホー
ムページ等をご覧ください。

【日　　時】 平成28年10月23日日 13：30～15：30（受付13：00～）
【場　　所】 山武みどり学園（大網白里市大網5347）
【内　　容】 施設内見学、実践報告（山武みどり学園柳原副施設長）
【申し込み】 当日参加も可能ですが、できるだけ事前に申し込みください。

あゆみの家

【お問い合わせ】 あゆみの家　☎２４-９１３５

障害福祉サービスのご利用を考えている方、
ご相談ください。

相談支援事業所（計画相談）
●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、身体障害者手
帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
のいずれかをお持ちの方

（市外にお住まいでご希望の場合は、
ご相談ください）

●障害福祉サービスの利用に必要
なサービスなど、利用計画書の
作成を行っていますので、ご相
談ください。

［対象者］
市内にお住まいで、障害福祉サー
ビスを利用するために、茂原市より
計画書の提出を求められた方

「障がいのある方のより良い支援を考える」研修会
長生・山武自閉症協会主催 家庭で

【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）

©L5/YWP・TX

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
障がいのある方、子どもたちへの支援、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、市内各所にて募金活動を行
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月に行われる「歳末たすけあい募金活
動」では、集まった募金の全額が、茂原市の福
祉活動に還元されます。
　みなさまのご協力をお願いいたします。

平成28年度配分計画

検 索はねっと

第27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27年度 茂原市での募金額 8,688,375円

■長寿クラブなどの高齢者支援 331千円
■障がい者団体の活動支援 626千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 280千円
■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 4,355千円

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 6,082,000円
（茂原市内の福祉活動支援）

■高齢者・障がい者施設の送迎用車輌費助成
■民間福祉施設・団体の機器及び備品購入費助成
■高齢者、障がい者、児童・青少年福祉団体等の活動支援
■自殺・虐待・いじめ・経済的困窮者支援等への取組みに対する助成

千葉県共同募金会から福祉団体へ　2,606,375円
（県内の福祉活動支援）

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。

平成28年熊本地震義援金のご報告

五郷ボランティア会・東部ボランティア会・茂原ボランティア会・オープンガーデンチャリティ・
千葉県生涯大学校外房学園学生自治会・茂原スポーツ吹矢同好会・木崎東泉寺・六点会・
新潟県人会・茂原市長寿クラブ連合会 （順不同） ご協力ありがとうございました。

日　時 平成28年10月22日土
13：30～16：00
平成28年10月22日土
13：30～16：00

会　場 茂原市総合市民センター
4階大ホール
茂原市総合市民センター
4階大ホール

内　容

入場料

⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演
　キユーピー株式会社　妻谷 勝弘 氏
　「 楽しく食べて、健康に！ 」

⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演
　キユーピー株式会社　妻谷 勝弘 氏
　「 楽しく食べて、健康に！ 」

無料無料 その他 手話通訳・託児サービス有手話通訳・託児サービス有

義 援 金
協力団体

●毎週火 ・ 水 ・ 金曜日　１３：００～１６：００
　（行事の都合により、お休みの場合有）
●総合市民センター　１階　生活相談室

福祉作業所（就労継続支援B型）

社福もばら社福もばら
2016.10.1 No.114茂原市社協

マスコット「ふくぞう」

検 索茂原市社協ホームページ

社福もばら No.114

❹


