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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。

【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

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、その一部をご紹介します。

街頭募金 総額 691,336円

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、福祉関係団体の方々のご協力により、赤い羽根（10月実施）222,164円、歳末たすけあい募金
（12月実施）469,172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

茂原聖マリア幼稚園

【活動場所】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／つつじの会／茂原市更生保護女性会／ボーイスカウト茂原第２団／家庭倫理の会茂原支部／茂原市
仏教会／茂原聖マリア幼稚園／茂原高校ＪＲＣ委員会／茂原樟陽高校インターアクト部／長生高校ＪＲＣ部

まごころ募金 総額 688,869円

12月6日、茂原市長寿クラブ
連合会より、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
きました。

茂原市長寿クラブ連合会のみなさん

アスモ／イオン茂原店／㈱ハヤシ本店／せんどう茂原店／ベイシア茂原店／
ビッグハウス茂原店／文教堂書店茂原店／昌平町商店街／茂原郵便局／ファ
ミリーマート茂原高師台店／ローソン高師店／ＪＲ茂原駅／茂原市役所

赤い羽根募金箱 60,832円

市内下記店舗・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／スリーセブンニューみやこ／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／ツルハドラッグ茂原店・早野店・本納店・茂原東部台店／イオンリテール㈱イオン茂
原店／生涯大学校外房学園／長生病院売店／市内公共施設

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、市内のさまざま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。

歳末慰問品の配布

ひとり暮らし高齢者の方に年
末の見守りを兼ねて、地域の民
生委員を通じて慰問品の配布を
行いました。また、市民のみなさ
まからいただいた毛糸を使い、す
ずらんの会の方が編んだひざ掛
けも配布しました。

すずらんの会からのお願い

毛糸でひざ掛けを作り、ひとり暮らしの
高齢者の方に配布しています。
一緒に活動していただける会員さんを
募集しています。ご興味のある方は、当協
議会までご連絡ください。
また、毛糸の寄付も受付しております。
ご協力お願いします。
【お問い合わせ】地域福祉課

■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」に掲載させていただきます。
【お問い合わせ】千葉県共同募金会茂原市支会（当協議会内）

茂原市災害ボランティアセンターの
設置運営等に関する協定締結

1月17日に「茂原市災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協定」
を茂原市と締結しました。この協定は、市との協力内容などについて予め定
め、災害ボランティアセンターの円滑な設置運営を図ろうとするものです。

災害ボランティア協力者を募集しています
災害ボランティアの派遣が迅速に行えるよう、災害ボランティア活動を行う意欲のある個人又は
団体に、事前に登録してもらい、いざという時に備えています。災害時にメールにて情報提供を行う
ほか、災害ボランティアセンターの運営訓練や研修会の案内なども行っています。
当協議会ホームページに詳細な情報、様式などを掲載していますので、みなさまのご参加をお待ち
しています。
【お問い合わせ】地域福祉課

❶

おめでとうございます
厚生労働大臣表彰

太田 なつ（西部ボランティア会会長）
永 年にわ たり、共 同 募 金 運 動 の
功績が特に顕著であると認められ、
表彰されました。

全国優良老人クラブ
連合会賞表彰

茂原市長寿クラブ連合会

全国老人クラブ連合会から、活動
が優秀で他の模範と認められる優良
老人クラブ連合会として、表彰され
ました。
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成年後見制度に取り組みます

●法人後見の受任事業
家庭裁判所の審判に基づき、茂原市社会福祉協議会が法人として
成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）の事務を行います。
●成年後見制度に関する相談支援
成年後見制度の相談窓口のひとつとして、制度利用に関する
相談をお受けします。

※日常生活
自立支援事業

お子様の進学に関する費用や学校行事にかかる
費用について、諸事情により他からの融資を受けら
れない所得の少ない世帯に対して、一定の条件で
福祉資金の貸付を行っています。
例えば︑

もばら後見支援センターでは、
「認知症」
「知的障がい」
「精神障がい」などの理由で
判断能力が十分でない方の財産管理や権利を保護するため、法人として成年後見等を
行う「法人後見受任事業」を、昨年10月１日からスタートしました。
現在実施している、
「日常生活自立支援事業（※）」の更なる充実とともに、成年後見
制度に取り組むことで、いざというときに高齢者や障がいのある方が安心して暮らすこ
とができる地域づくりを進めていきます。

〜貸付制度 のご案内〜

●高校入学時の制服代等の入学準備費用
●高校・専門学校・短大・大学への入学金や授業料
●学校の校外研修や修学旅行の費用
●急を要する出費

資金種類一例
資金名

【お問い合わせ】もばら後見支援センター（当協議会内）☎23-4333

修学支度費
緊急小口資金

据置
期間

貸付
利子

５０万円以内
１０万円以内

（２０年以内（

12ヶ月 ２ヶ月
以内
以内

※申請にあたり、
貸付には一定の審査基準があります。
※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。

【お問い合わせ】地域福祉課

笑顔で集まろう！
！いきいきサロン
会長

償還
期限

《高
校》月３．
５万円以内
原則 卒業後
教育 教育支援費 《高専・短大》月６万円以内
10年以内 ６ヶ月
支援
最長
《大
学》月６．
５万円以内
以内 無利子
資金

成年後見制度の利用対象にならない程度の判断能力の方や、外出
が困難である方を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金
銭管理のお手伝いをします。
（成年後見制度とは別の事業です。）

◯本納地区社会福祉協議会

貸付限度額

各地区サロン紹介

山本 知志

本納地区社協は、22名の推進委員と16名の協力員で、ふ
れあいいきいきサロン事業を行っています。サロンにご招
待しているのは、80歳以上の高齢者、70歳以上の独居の方
で、月に1回開催される集いのほか、小・中学校の行事に参
加しています。新年の抹茶、蓮福寺でのお花見、保健師から
の健康についてのお話し、ピアノの先生との音楽会、バスで
のお出かけ研修、忘年会も恒例行事となっています。
今後、更に参加者が増えることを楽しみにしています。

◯新治地区社会福祉協議会

会長

高石 修蔵

新治地区社協では、自治会・民生児童委員協議会・長寿会・ボランティア会・新治小学校PTAな
どと連携し、地域一体となりふれあいいきいきサロン事業を推進しています。
いきいきサロンでは、認知症講座やAED取り扱い講習などの健康教室を開催し、地域全体で
見守りや助け合い活動を行っています。ふれあいサロンでは、新治小学校運動会や餅つき集会
に参加・協力するなど、世代間交流を図っています。
また、引きこもり防止や健康維持を目的として、グラ
ウンドゴルフ、カラオケ、輪投げなど、それぞれの部会
を設けて活動しています。中でもカラオケ部会は、
「賀
寿の集い」での発表に向け、精力的に活動しています。
今後も、高齢者の居場所づくりや孤立防止など、地
域のみなさんが一体となり、安心して生活できる地域
福祉活動を目指したいと思います。

◯豊岡地区社会福祉協議会

会長

錦織 晃

豊岡地区社協のふれあいいきいきサロンは、
毎年、高齢者と小学生による世代間交流スポーツ
大会、敬老祝賀会、健康相談、豊岡福祉センター
で活動するグループの方との福祉施設への芸能
訪問、小学生を対象とした凧作り体験、地区住民
を対象としたビデオ上映会などを行っています。
また、本年度は、ほんのう包括支援センターの
協力をいただき、認知症サポーター育成講習会を行い、参加された方より「身近な問題とし
てとらえることができ、大変役に立ちました。」との声をいただきました。
より多くの方々に参加していただけるよう、広報活動にも力を入れ、これからも地域のみなさんと一緒に、安全・安心して暮らせる地域づくりを
目指して活動したいと思います。

❷
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福祉センター

Report

2016 楽しかったクリスマス会

二宮福祉セン
ター

Event
イベント情報

第５回

Information

豊田福祉センター

五郷福祉セン
ター

【日
総合市民センター「春カレッジ!!」

〜簡単おやつ作り〜

【対
【定

総合市民センター

時】2月25日 9:30~11:30【費
用】600円（材料・保険代）
象】市内在住の小学生
【申込期間】
２月２日 ９時〜２月１９日 １７時
員】16名（申込み順）
◎費用を添えて申込みください。

コミュニティ備品の寄贈
ありがとうございました

千葉ロッテマリーンズ
福祉野球教室

長生茂原地区労働者福祉協議会様

昨年１２月３日 、茂原市営野球場にて、
千葉ロッテマリーンズ福祉野球教室を開
催しました。
千葉ロッテマリーンズの加藤翔平選手、
宮崎敦次選手、二木康太選手、肘井竜蔵選
手、香月一也選手、チアパフォーマーM☆
Splashが訪れ、晴渡る空の下、福祉施設
の子どもたちや南総少年野球国際交流連
盟の選手約200名が参加し、野球やダンスを楽しみました。
企業・商店・団体などの協賛金、赤い羽根共同募金により運営し、
多くのボランティアのみなさまにご協力いただきました。心よりお礼
を申し上げます。
（敬称略）
【協賛企業】
あいおいニッセイ同和損害保険㈱茂原支社／アスカ茂原法輪閣／大多喜ガス㈱／㈱
小沢工務店／㈱金坂青果市場／関東天然瓦斯開発㈱／㈱京葉銀行茂原支店／京葉
ロジコ㈱／小路スポーツ／㈱合同資源／㈱コーケン／㈱ジオサポート／住友三井オ
ートサービス㈱東日本ネットワーク営業部／セレモニーイシイ／藻原寺／損害保険ジ
ャパン日本興亜㈱茂原支社／竹りん㈱／㈱千葉銀行茂原支店／千葉県教職員組合長
生支部／㈱千葉興業銀行茂原支店／千葉石油㈱／千葉ミート食品㈱／中央労働金
庫茂原支店／TOTOハイリビング㈱／東洋ケミカルエンジニアリング㈱／日新火災
海上保険㈱千葉サービス店／㈱フォレストフォーム／冨士機械㈱／双葉電子工業㈱
／ブリヂストンタイヤジャパン㈱茂原営業所／㈱房給／房総信用組合／房総プラント
㈱／ホテルニュー福本／㈱マックス／㈱丸岡興業／三井化学㈱茂原分工場／㈱みな
み／茂原卸商業団地協同組合／茂原商業開発㈱／茂原商工会議所／茂原青年会議
所／郵便局㈱茂原東郷郵便局／㈱山崎組／ワタベフーズ

もばら福祉
チャリティーゴルフ大会
昨年9月29日 、房総カントリークラブ
にて、第9回もばら福祉チャリティーゴル
フ大会が開催されました。
172名が参加し、大会を通じて集まった
チャリティー募金32万円は、高齢者や障
がいがある方の見守り活動に活用するた
め、当協議会へ寄付されました。開催に
あたり賞品などをご提供いただいたみな
さまに、心よりお礼を申し上げます。

東郷福祉センター

ボランティアセンターに綿菓子機、かき
氷機、バーベキュー鉄板各1点を寄贈して
いただきました。自治会活動や子ども会
活動などの地域コミュニティづくり推進
のため、大切に活用させていただきます。

♥善意ありがとうございました♥
寄付金

総額

1,224,083円

●扇屋・文・玩・レジャー 15,282円
●TOTOハイリビングUNION 17,180円 ●金坂医院 150,000円
●豊田地区社会福祉協議会・まちづくり協議会 16,828円
●カラオケオフィスM企画 辻 達也 20,000円
●もばら福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会 320,000円
●茂原市グラウンド・ゴルフ協会 10,813円 ●高師泉子ども会 8,116円
●日本ホーリネス教団 茂原キリスト教会 60,000円
●チャリティー交流会 500円 ●河野 昌子 1,500円
●中央カラオケサークル 11,000円 ●池本壽子遺族 50,000円
●五郷地区街づくり協議会 46,000円
●関東建設㈱チャリティーゴルフコンペ 100,000円
●文化祭実行委員会社交ダンス部門 53,332円
●㈲AK 麻生けい子 10,000円
●白岩パッチワーク教室 16,800円 ●萬華楼カラオケ会 26,636円
●中の島地区社会福祉協議会 14,430円 ●生大一笑の会 3,000円
●中村 静夫 22,502円 ●茂原市連合婦人会 30,000円
●ガールスカウト千葉県第89団 5,000円
●生涯大学校きり絵クラブ一同 10,000円
●千葉県生涯大学校外房学園 51,839円 ●青栁 利江 5,000円
●冬の夜の小さな音楽会 20,000円
●養護老人ホーム長生共楽園 25,118円 ●匿名12件 53,207円

物 品

総合優勝
鈴木亮次さん（右）

【協賛企業】
（順不同：敬称略）
㈱アスカ茂原法輪閣／居酒屋だいじゅ／市原薬局／㈲糸久建設／運転代行月光／
ASA茂原佐藤新聞店／大網グリーンゴルフ／桶市ホーム機器／割烹かたおか／㈱
金坂青果市場／くるまやラーメン／COFFEE SECOND／コカ・コーライーストジャ
パン㈱茂原支店／㈱三枝組／菅谷ホーム㈱／杉木鉄工㈱／㈱セントラルサーベイ／
ダイナミックゴルフ茂原／竹りん／千葉石油㈱／どん なか川／双葉電子工業㈱／ベ
リーズカフェ／㈱房総カントリークラブ／㈱よこぼり本店／ポプラクリニック／前田記
念腎研究所茂原クリニック／みなみスポーツセンター／深山電気管理事務所／茂原
卸商業団地協同組合／㈲茂原ツインサーキット

❸

●明治安田生命保険相互会社茂原第一営業所 プルタブ1袋、使用済切手150枚
●武井 昭子 書道用品一式
●房総プラント株式会社 タオル304枚、エプロン7枚、使用済切手8,000枚
●鳥海 久子 パンジー、ピオラ苗50ポット ●住田 正雄 使用済切手1,358枚
●伊藤 聖子 使用済切手1000枚 ●岡澤 英子 使用済切手 400枚
●双葉電子工業㈱ カンパン48缶、保存食723食
●生涯大学生 もち米60kg ●東郷婦人会 雑巾100枚
●明治安田生命労働組合茂原第一分会 雑巾200枚
●松本 文子 使用済切手920枚 ●株式会社永瀬商店 使用済切手1,000枚
●匿名 雑巾97枚

受付期間：平成28年9月1日~12月28日迄（順不同:敬称略）
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。

社福もばら No.115

社 協 情 報 コ ー ナ ー
相談日・相談内容
心配ごと相談
無料法律相談

●2月22日、3月22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

●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

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

【お問い合わせ】あゆみの家

（行事の都合により、お休みの場合有）

●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

【募集人数】

①福祉センター

嘱託福祉センター長 若干名（男性希望）
職員管理、施設の維持管理、貸館業務、ボランティア活動の支援など、
月給152,000円、賞与年２回、通勤手当、8：30〜17：15、週5日勤務
（シフト制）、加入保険（健康・厚生・雇用・労災）
嘱託児童厚生員

若干名 45歳未満の方

児童福祉センター業務、窓口業務、貸館業務など、月給148,000円、
賞与年２回、通勤手当、8：30〜17：15、週5日勤務（シフト制）、
加入保険（健康・厚生・雇用・労災）
③福祉作業所 嘱託指導員 若干名（女性希望）
利用者の作業指導、自主生産品の製造業務など、月給146,000円、
処遇改善手当5,000円、賞与年２回、通勤手当、8：30〜17：15、
週5日勤務（月〜金）、加入保険（健康・厚生・雇用・労災）

④嘱託主任介護支援専門員

1名

ケアプランの作成（20件程度）、月給160,000〜170,000円、
処遇改善手当5,000円、賞与年2回、通勤手当、8：30〜17：15、
週5日勤務（月〜金）、加入保険（健康・厚生・雇用・労災）

⑤ホームヘルパー（若干名）65歳未満の方
⑥嘱託学童指導員（若干名）

学童保育業務、保護者との連絡調整、遊びの指導など、
時給900円〜、月〜金14：30〜19：00、土7：30〜19：00、
週3〜5日程度、1日4時間程度のシフト勤務、加入保険（労災）
【雇用期間】平成29年4月1日〜平成30年3月31日(更新の場合あり)
＊④⑤⑥は、採用した日〜平成30年3月31日
【応募条件】65歳未満の方で、福祉に関心のある方、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児童厚生員、幼稚園教諭、保育士 いずれかの資格をお持ちの方
＊③障害福祉施設などの実務経験者、障害者の自立支援に熱意のある方
＊④主任介護支援専門員、又は5年以上実務経験のある介護支援専門員
＊⑤訪問介護員２級以上、又は介護職員基礎研修修了者
【提出書類】履歴書、職務経歴書、②④⑤は資格証の写し
【選考方法】書類選考（１次審査）、面接試験（２次審査）
【受付開始】平成29年2月1日 〜＊応募状況により、受付を終了します。

福祉機器

住宅改修

セレクト

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

ＵＲＬ http://select-care.net/

☎２４-９１３５

交通事故による遺児の方へ

お見舞金を
お届けします

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、平成29年2月7日 までに、当協議
会へご連絡ください。
❶平成２９年４月に小学校・中学校へ入学する遺児へ勉学奨励金
❷平成２９年３月に中学校・高校を卒業する遺児へ激励金
❸平成２８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

【お問い合わせ・お申し込み】地域福祉課

つながるささえる福祉講座
日 時 平成29年3月3日

13：30〜16：00

参加費無料

場 所 総合市民センター
内 容 「こころで聴く〜傾聴スキルの基本と傾聴ボランティア〜」
講師 NPO法人スピリッツ 北田知子 氏、傾聴ボランティア会員

受 付 平成29年2月1日 〜2月24日 （※定員30名になり次第終了）

【お問い合わせ・お申し込み】地域福祉課

もち米の寄付をお願いします
募集期間 平成29年2月1日 〜4月28日

ご自宅などで余っているもち米がありましたら、ご連絡ください。
（福祉こどもまつりで使用予定。平成28年度産。）

【お問い合わせ】地域福祉課

フードバンクちば

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。
●募集期間／平成２9年1月16日 〜2月28日
●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
（インスタント食品や缶詰など。お米は平成27・28年度産［玄米可］）
食品。
●受取窓口／当協議会
「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。

【お問い合わせ】総務課

【お問い合せ･申込先】総務課
介護用品

福祉作業所（就労継続支援B型）

●障害福祉サービスの利用に必要 ●就労が困難な方、日中活動の場
なサービスなど、利用計画書の
をお探しの方、ご相談ください。
作成を行っていますので、ご相 ［対象者］
談ください。
市内在住で、身体障害者手帳、
［対象者］
療育手帳、精神保健福祉手帳のい
市内在住で、障害福祉サービス ずれかをお持ちの方
を利用するために、茂原市より計 （市外在住でご希望の場合は、ご相談
ください）
画書の提出を求められた方

職員募集
②福祉センター

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）

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

健康相談

あゆみの家

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。
ケアプラン作成

ケアプランセレクト
☎ 0475-36-6112

事業所番号：1271502179

FAX.（左に同じ）

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

0120-256-164

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

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。

❹

