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Let s Enjoy 夏休み♪

❷自分の好きな形の皿やカップを
つくってみよう！

豊田福祉センター（☎26-1105）
☆とよだ夏チャレ！
❶ 夏です！
・
・男の子も女の子も
フラダンスを体験してみませんか？

土の教室
【日時】8月3日
9：30〜12：00
【対象】市内在住の5歳位〜中学生

（保護者の方もご一緒にどうぞ）
フラダンス教室

（未就学児は保護者同伴）

【定員】25名
【費用】1,600円（粘土、窯焼き）
2〜3個作れます

代表☎ 0475
（23）1969
FAX

0475（23）6538

【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

❶スマイル デイキャンプ
楽しく野外炊飯体験

【日時】7月25日 9：30〜13：30
【対象】市内在住の小学生
【定員】30名 【費用】600円（保険料含む）と米１合

（※申し込み時にお米もご持参ください）

❷ サマーキッド（全２回）
工作教室

【日時】8月2日 9：30〜11：30
【対象】市内在住の小学生 【定員】30名
【費用】1〜3年生200円／4〜6年生400円（共に保険料含む）
パン作り教室
【日時】8月23日 9：30〜12：30 【定員】16名
【対象】市内在住の小学生 【費用】600円（保険料含む）

❸ 古代体験

火おこし体験・まがたま作り

【日時】8月9日 9：00〜12：00
【対象】市内在住の小学生（1〜2年生は保護者同伴）
【定員】30名 【費用】400円（保険料含む）

［申し込み］❶❷7月1日 9:00〜 申し込み順
［申し込み］❶ 7月1日 9：00〜 申し込み順
※申し込み時に費用をご持参ください。
❷❸ 7月8日 9：00〜 申し込み順
※各教室の申し込みは本人を含め2名までとし、
申し込み時に費用をご持参ください。

主催：東郷地区自治会長連合会
協賛：東郷福祉センター

親子で遊ぶ会 追加募集

【日時】7月16日 12：30〜
【内容】各種模擬店及びビンゴゲーム等

【日

時】平成30年3月まで、週1回（8月除く）10：00〜11：30
※曜日は各センターによって違います。
【対
象】市内在住2〜3歳児とその保護者 ※他センターとの重複は不可
【内
容】体操、季節の製作、手遊び、絵本、5センター合同運動会など
【費
用】年間保険料 子ども1人800円（保護者は1,850円任意加入）
【申し込み】定員に達している場合がありますので、事前にお問い合わせください。

・焼きそば・焼き鳥・フランクフルト
・綿菓子・かき氷・ジュース

❷野外調理体験

【日時】8月8日 14：00〜17：00
【対象】市内在住の小学生 【定員】30名
【費用】600円（保険料含む）
【内容】楽しく野外調理体験（カレーライス作り）

［申し込み］❷7月20日 9:00〜 申し込み順
※申し込みは本人を含め2名までとし、申し込み時に費用をご持参ください。

第10回

〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）

二宮福祉センター（☎26-3740）

【日時】8月19日 9：30〜12：00
【対象】市内在住の小学生とその保護者
【定員】10組 【費用】1,100円（保険料含む） ❷豊岡福祉センター作品展
【内容】そば打ち体験（試食あり）
【日時】9月16日 〜17日 8：30〜17：00
※17日は15：00まで
［申し込み］❶7月22日 8:30〜 申し込み順
【内容】主に定期利用グループの
※申し込みは本人のみとし、申し込み時
活動成果を展示
に費用をご持参ください。
（書道、生け花、パソコン、俳画など）

❶サマーカーニバル

茂原市社会福祉協議会

い
夏休みは楽し
っぱい！
イベントがい

❶親子そば打ち体験教室

東郷福祉センター（☎25-5882）

社会福祉法人

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。

豊岡福祉センター（☎34-8321）

【日時】7月31日
10：00〜12：00
【対象】市内在住の小学生
【定員】15名
【費用】200円

編集と
発行

★ミッキークラブ 豊田福祉センター（☎26-1105）毎週木曜日、若干名募集
★ひよこクラブ
五郷福祉センター（☎25-7880）毎週木曜日、若干名募集
★ぷちくらぶ
二宮福祉センター（☎26-3740）毎週金曜日、15組募集

もばら福祉チャリティーゴルフ大会開催！
「健康づくりと地域福祉の発展」を目的に、もばら福祉チャリティーゴルフ大会を開催します。
今年は、10回目の記念大会になります。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

開催日時 平成29年9月28日
会

※雨天決行

場 房総カントリークラブ 東コース/西コース

競技方法 新ペリア方式セルフプレー
対

象 大会の趣旨に賛同してくれる方

募集人数 176名（44組）申込順

参 加 費 3,000円（パーティー代・賞品代）

※キャンセルの場合、返金できませんので、
ご了承ください。

プレー費 8,850円（昼食代含む・ドリンク代別）

※当日、フロントにて各自で精算をお願いします。

申込方法 参加費3,000円を添えて、当協議会にお申し込みください。
募集期間 平成29年7月3日 〜 ※定員になり次第終了

※チャリティー収益金は、在宅福祉サービス・地区社協事業など地域の身近な福祉活動に役立てられます。

【申し込み・お問い合わせ】地域福祉課
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社協の活動についてお知らせします
～茂原市社会福祉協議会の事業と平成28年度決算・平成29年度予算～

社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を図るため、全国の都道府県・市区町村に設置された非営利の民間組織です。
社協は、市民のみなさまにご協力いただいた社協会費や寄付金、共同募金の配分金、行政からの補助金・受託金などで運営を行い、社会福祉関係者・
市民のみなさま・各種団体との協働により、地域の人々が住みなれたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を実現するた
め、さまざまな福祉サービスを行っています。
※決算の詳細については、当協議会ホームページにて公開しております。

法人本部拠点

在宅サービスセンター拠点

福祉作業所拠点

福祉センター拠点

【H28年度 決算合計】
157,922,354円
【H29年度 予算合計】
184,935,000円

【H28年度 決算合計】
35,510,585円
【H29年度 予算合計】
57,966,000円

【H28年度 決算合計】
44,394,774円
【H29年度 予算合計】
61,964,000円

【H28年度 決算合計】
116,131,077円
【H29年度 予算合計】
139,595,000円

収益事業拠点

（ボランティア・在宅福祉サービスなど） （介護保険・障害福祉サービス） （就労継続支援B型・計画相談） （総合市民センター、各福祉センター）

【法人本部拠点】

（自動販売機の設置）
【H28年度 決算合計】
0円
【H29年度 予算合計】
1,003,000円

●家族介護用品支給事業（受託事業）
要介護度4〜5の介護を必要とされる非課税世帯の方に対し、紙おむつ
などの支給を行っています。

●法人運営事業
社会福祉協議会の組織運営を行っています。

●学童保育事業

●調査・企画・広報事業
社協活動の理解と関心を深めるため、広報活動、福祉こどもまつり、社
会福祉大会、社協会員加入の啓発活動、市民・福祉関係者を対象とした
研修を行っています。

保護者が就労などにより、昼間家庭にい
ない児童が、安全に楽しく過ごせるよう
学童クラブの運営を行っています。
（豊岡、東郷、二宮、夏期学童クラブ）

●相談事業

学童クラブ

【在宅サービスセンター拠点】

地域の身近な相談場所として、心配ごと相談、無料法律相談を行っています。

●居宅介護支援事業

●地域福祉推進事業
東部・中央・西部・北部・五郷・鶴枝・中の島・東郷・豊田・二宮・本納・新
治・豊岡の13地区に地区社会福祉協議会を組織し、地域住民による福
祉活動（ふれあいいきいきサロン、敬老会、地域交流事業など）を支援
しています。その他、米寿記念撮影や、低所得者世帯の生活支援として
夏季一時金の支給などを行っています。

在宅で介護を必要とされる方のケアプラン
の作成や介護サービスの連絡・調整を行って
います。
●訪問介護事業
在宅で介護を必要とされる方へ、ホームヘル
パーを派遣し、身体介護や生活援助を行って
います。
●居宅等介護事業
障がいのある方の在宅生活を支えるため、ホームヘルパーを派遣し、ま
た視覚障がいのある方などの外出の援助を行っています。
●保険給付外サービス

サロン活動

いきいきふれあい交流会

●ボランティアセンター運営事業
ボランティアの登録・斡旋、ボランティア保
険の加入、災害ボランティアの活動支援な
ど、ボランティア活動を支援しています。ま
た、市内小中学校などへ講師を派遣し、福祉
教育を行っています。

介護保険サービスや障害福祉サービスを利用されている方に対して、
保険外のサービス（病院内の介助など）を行っています。

【福祉センター拠点】
●福祉センター受託事業
夏の体験ボランティア

●共同募金配分金事業
赤い羽根・歳末たすけあい募金の配分金を活用し、
市内福祉団体の活動支援、要支援者への見舞金・
慰問品の配布、交通遺児激励見舞金・災害見舞金
の支給、広報紙「社福もばら」の発行、千葉ロッテマ
リーンズ福祉野球教室の開催などを行っています。
●在宅福祉サービス事業
高齢者や障がいのある方の在宅生活を支援するため、見守り型食事サー
ビス、紙おむつの支給、訪問理髪サービスなどを行っています。
●後見支援センター事業
日常生活に不安を感じている高齢者や障がいのある方を対象とした日
常的な金銭管理や福祉サービスの利用についての支援（有料）、法人後
見の受任事業を行っています。

指定管理者として市の指定を受け、市内
6施設（総合市民センター、二宮・豊田・
五郷・豊岡・東郷福祉センター）の管理
を行い、子育て支援、地域のふれあいの
場を提供しています。

おやこ教室

【福祉作業所拠点】
●就労継続支援B型事業
一般企業などで就労が困難な障がいのある方に、就労の機会を提供し、
自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必要な訓練を
行っています。
●特定相談支援事業
障がいのある方が自立した生活ができるよう、障害福祉サービスの利用
に必要な相談、サービス等利用計画の作成を行っています。

【収益事業拠点】

●貸付事業

●自動販売機設置事業

経済的にお困りの方や障がいのある方などに対し、必要に応じて貸付を
行い、生活の支援をしています。

各福祉センター、福祉作業所に自動販売機を設置し、福祉サービスの
自主財源として活用します。
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社会福祉協議会会費へのご協力をお願いします
当協議会の事業は、みなさまからの会費や寄付金などを財源に実施しています。会員としてご協力いただき、会費を通じて
ご支援をよろしくお願いします。

会費の種類（年額 1口〜）
一般会員
賛助会員
法人会員

社協会費のつかいみち

500円（1世帯）／1,000円（個人）

3,000円（施設・団体・個人等）
10,000円（特別協力者）
3,000円（個人事業所）／10,000円（法人事業所）

「個人会員を募集しています」

福祉の広報啓発活動

（福祉こどもまつり、社会福祉大会、広報紙「社福もばら」の発行）

各地区の支え合い活動

（健康教室、サロン活動、世代間交流事業等の地区社会福祉協議会活動）

ボランティア活動のサポート・ボランティアの育成
各種相談事業（心配ごと相談・無料法律相談）
低所得世帯への支援（要援護世帯などへ夏季一時金の支給）

社協会費のつかいみちについてご理解いただき、個人会員として、社
協活動を財政面からご支援くださる方を募集しています。ご加入い
ただける方は、ご連絡ください。職員がお伺いさせていただきます。

平成28年度の会費実績

高齢者や障がいのある方への在宅福祉サービス

（紙おむつの支給、訪問理髪サービス、ひとり暮らし高齢者等の見守り型食事サービス）

9,263,850円

ご協力ありがとうございました。

【お問い合わせ】総務課

もばら後見支援センター すまいる
日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方へ、有料で
福祉サービスの利用や日常的な金銭管理についての支援を行っています。

1. 福祉サービスの情報提供や、
福祉サービスを円滑に利用できるお手伝い
2. 毎日の生活に必要な預貯金の出し入れや、
公共料金等の支払いのお手伝い
3. 預金通帳や実印など大切な書類等の預かり

−あなたも訓練に参加しませんかー
日時 ７月23日

9：00〜 場所 総合市民センター

災害ボランティアセンターとは、災害時にボラン
ティア活動を円滑に進めるための拠点です。災害時
には、茂原市との協定に基づき、当協議会が災害ボ
ランティアセンターを設置し運営を行うため、実際
の被害を想定した訓練を実施します。

（※保管のみの利用はできません）

募

生活支援員募集中

当センターを利用する方に対して、サービスを提供する生活支援員を募集してい
ます。地域に役立ちたいと思っているボランティア精神旺盛の方、余暇を利用して
始めてみませんか。ご協力をお願いします。

【資格】成人の方（概ね７０歳未満）
・普通自動車免許 ※若干の手当てを支給します
【お問い合わせ】もばら後見支援センター（当協議会内） ☎23-4333

歌って！踊って！体験したね！

災害ボランティアセンター
運営訓練を実施します

集

「駆け付けボランティ
ア役」
（見学のみも可）
として 、訓 練に参 加し
て いただける方 は、ご
連絡ください。
【お問い合わせ】地域福祉課

福祉こどもまつり!!

5月14日 総合市民センターにて、福祉を身近に感じてもらうため、福祉に携わる団体、
施設、企業が参加し、大人も子供も楽しめるイベントとして、
「福祉こどもまつり」を開催し
ました。
当日は、ステージイベントの他、福祉体験、福祉ウォークラリー、こども縁日など、たくさ
んのイベントで賑いました。また、みなさまにご協力いただいた福祉バザー、模擬店では、
総額394,289円の収益をあげることができました。この収益は、茂原市内の福祉事業に活
用させていただきます。ご協力いただいた個人・団体・企業のみなさま、ありがとうござい
ました。
［福祉バザー協力者及び協力団体］
イオンリテール㈱茂原店／㈱伊藤園茂原支店／EST㈱／石井彩子／㈱カスミ東郷店／㈱カスミ
フードスクエア茂原店／㈱カスミフードスクエアライフガーデン茂原店／㈱金坂青果市場／カワ
チ薬品茂原店／コカ･コーラ／イーストジャパン㈱茂原サービスセンター／斎藤酒店／㈱しまむ
らグループ／JAグリーンウェーブ長生／スーパーガッツ茂原店／スリーセブンニューみやこ／
㈱せんどう茂原店／㈱せんどう茂原緑ヶ丘店／ドン･キホーテ茂原店／㈱ハヤシ／パルシステム
千葉東金センター／ビッグハウス茂原店／ヒノックス茂原店／ピラミッド／ふじや寝具店／茂原
卸商業団地協同組合／茂原ショッピングプラザアスモ／茂原スパジオ／ヤックスドラッグ東茂原
店／ヤックスドラッグ茂原高師店／ヤックスドラッグ茂原谷本店／㈱横堀本店／ヨシヤシューズ／
ワークマン茂原バイパス店／渡邉久造／WonderGOO茂原店
※敬称略
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ボランティア情報誌 〜あなたとともに「

ウィズ

W i t h 」〜

No.18

夏ボラ

夏の体験ボランティア
ボランティアをやってみたいけど…「普段は時間がとれない!!」
「どうやって参加すればいいの!!」という方の
ために、参加しやすい体験型のプログラムをたくさんご用意しました。

実施
期間

７月２１日 〜8月３１日

ステップ

1

自分にあった『夏ボラ』
を探す

ステップ

2

茂原市社会福祉協議会に自分で申し込む

ステップ

3

事前説明会に参加（施設･学童クラブにて活動する方のみ） 参加できない場合は個別で対応します
会場：総合市民センター ３階講座室（住所：茂原市町保13-20）
●１回目 7月8日 10:00〜
●２回目 8月5日 10:00〜

【受付・お問い合わせ】
茂原市社会福祉協議会 地域福祉課

介護施設などでの活動
NO

７月3日 から受付開始

申込
方法

施設・団体

活動内容

受付時間：平日８
：
３０〜１７
：
００ ※土日祝日はお休みです
☎２３-１９６９ FAX２３-６５３８ E-mail：fukushi@mobara-shakyo.or.jp

※活動日数の指定がないプログラムについては、１日から活動可能です。
対象

人数

活動期間

活動場所

持ち物・服装

六ツ野1841

動きやすい服装（華美でないもの）
上履き・エプロン
昼食持参又は480円で注文可

谷本1127-1

動きやすい服装・上履き

①7月29日土 9:45〜12:00 ※茂原小集合、七夕会場解散
②8月 4日金 9:30〜12:00
③8月 1日火〜8月31日木 9:30〜16:00
※活動日数、時間ともに選択可

下永吉2812

動きやすい服装・タオル・帽子
①②は屋外での活動
③上履き・昼食持参

各日2名

7月31日月〜8月 4日金
※2日以上参加できる方

真名675-2

動きやすい服装・エプロン
室内用運動靴
昼食持参又は550円で注文可

小学4年生以上

各日数名

7月21日金〜8月25日金 10:00〜16:00
※1時間以上※土日祝日除く
※活動日数・時間は相談可能

南吉田4061-1

動きやすい服装・上履き
1日活動の方のみ昼食付

利用者との交流
（レクリエーション手伝い・話し相手）

中学生以上

各日2名

7月31日月〜8月 4日金
※何日でも可

法目2672-1

動きやすい服装・上履き・エプロン
昼食持参又は550円で注文可

養護老人ホーム
長生共楽園

①入居者との交流
②納涼祭手伝い

小学4年生以上

各日4名

①7月21日金〜8月31日木 10:00〜16:00
※土日祝日除く※活動日数、時間ともに選択可
②8月 4日金 17:00〜20:00

下永吉2812

動きやすい服装・上履き・タオル
1日活動の方は昼食付

8

ケアセンター
みやもと

利用者との交流
介護体験など

小学4年生以上

各日3名

7月21日金〜8月31日木 13:00 〜 16:00
※土日祝日8月14日15日除く

緑ヶ丘4-3-2

動きやすい服装・エプロン・上履き

9

デイサービスセンター
しょうじゅの里茂原

利用者との交流
レクリエーションの手伝い

小学4年生以上

各日5名

8月17日木〜8月19日土

10:00〜15:30

高師193-1

動きやすい服装・エプロン・上履き
筆記用具・昼食付

10

デイサービスセンター
光風荘

利用者との交流
レクリエーションの手伝い

小学4年生〜
専門・大学生

各日2名

7月24日月〜8月31日木
※土日祝日除く

10:00〜15:00

御蔵芝39-1

動きやすい服装
上履き（かかとのあるもの）・昼食付

11

グループホーム
ガーデンコート茂原

利用者との交流・納涼祭
レクリエーションの手伝い

中学生以上

各日2名

7月21日金〜8日31日木

10:00〜15:30

高師2144-11

動きやすい服装
タオル・上履き・水筒・帽子
昼食持参又は450円で注文可

12

グループホーム
もばら和光苑

利用者との交流・レクリエーション
洗濯物たたみ等の手伝い

小学4年生以上

各日2名

7月21日金〜8月31日木
※火・木以外

10:00〜16:00

鷲巣456-1

動きやすい服装・上履き
昼食持参又は610円で注文可

13

デイサービス
ショートステイ
セントケア茂原

利用者との交流
レクリエーションの手伝い

小学4年生以上

各日4名

7月21日金〜8月31日木
※半日以上

10:00〜16:00

鷲巣706-2

動きやすい服装・上履き・タオル
昼食持参

14

デイサービスセンター
はるかぜ園

利用者とのレクリエーション

小学4年生〜
専門・大学生

各日3名

7月21日金〜8月31日木
9:00〜16:30
※何日でも可・日曜祝日を除く

高師864-1

動きやすい服装・上履き・昼食持参
※小学生は要家族送迎

15

介護老人保健施設
ケアセンターかずさ

七夕祭見学車イス介助
利用者との交流

高校生以上

4名

7月28日金

12:30〜15:30

高師台3-3-3

動きやすい服装・帽子
スニーカーなど

16

デイサービスセンター
ほほえみ

①七夕祭見学介助
②利用者との交流と
レクリエーションの手伝い

中学生以上

各日2名

①7月28日金・29日土 10:00〜11:00
※集合場所は施設と調整
②7月24日月〜8月19日土 9:30〜15:30
※2日以上参加できる方※日曜除く

本小轡404-2

動きやすい服装・上履き・エプロン
タオル・昼食付

17

茂原市
地域包括支援センター

①認知症予防教室手伝い
②「もばら百歳体操の会」補助

①中学生以上
②小学
4年生以上

①各日5名
②10名

①7月28日金・8月18日金 9:00〜12:00
②8月10日木 9:00〜11:45

①二宮福祉センター
（国府関1683-1）
②市役所市民室
（道表1）

①動きやすい服装・上履き・水筒
②動きやすい服装・運動靴
タオル・水筒

1

介護老人保健施設
つくも苑

入苑者・デイケア利用者との交流
シーツ交換・清掃など

高校生以上

2

デイサービスセンター
フローラもばら

利用者との交流や手作業の手伝い

3

特別養護老人ホーム
長生共楽園

4

各日1名

7月21日金〜8月31日木
※土日祝日除く

9:30 〜 16:00

高校生
専門・大学生

各日4名

7月21日金〜8日31日木
※日曜除く

9:00〜12:00

①七夕祭見学介助
②納涼祭準備
③衣類整理
施設内外・物品清掃など

小学4年生以上

①5名
②5名
③各日2名

特別養護老人ホーム
真名実恵園

利用者との交流
（レクリエーション手伝い・話し相手）

中学生以上

5

特別養護老人ホーム
長生苑

行事などの準備、レクリエーション
手伝い、利用者との交流、
清掃・洗濯物たたみなど

6

特別養護老人ホーム
実恵園

7

❹

10:00〜16:00

10:00〜16:00

社福もばら No.117

障がい者施設・団体での活動
NO

施設・団体

活動内容

対象

18

心身障害者福祉作業所
あゆみの家

利用者との交流
軽作業手伝い

中学生以上

19

（福）児童愛護会
長生厚生園

レクリエーション
軽作業手伝い

20

NPO法人
スペースぴあ

21

人数

活動期間

活動場所

持ち物・服装

各日数名

7月21日金〜8月31日木 9:00〜15:30
※土日祝日、8月14日〜16日除く※半日でも可

本小轡319-1

動きやすい服装・上履き
昼食持参又は410円で注文可

高校生以上

各日3名

8月 1日火〜8月31日木 9:00〜15:00
※土日祝日、8月14日15日を除く※半日でも可

立木477

動きやすい服装・上履き
昼食付

精神障がいのある方との交流
レクリエーション・軽作業手伝い

小学4年生以上

各日5名

7月21日金〜8月29日火
※土日祝日除く

本納2316-2

動きやすい服装・タオル・帽子
軍手・昼食付

NPO法人
カレンズ

清掃（窓ふき・床掃除等）
作業準備や手伝い

小学4年生以上

各日2名

7月24日月〜8月30日水
①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00

綱島1168-1

動きやすい服装・上履き・タオル
午前参加の方は昼食付

22

NPO法人
ふれあい広場ひびき

精神障がいのある方との交流
軽作業手伝い

大学・専門
学生以上

各日2名

7月21日金〜8月31日木
9:00〜12:00 又は 13:00〜15:00
※土日祝日8月11日〜15日除く

茂原1017-2

動きやすい服装・上履き・エプロン

23

スペシャル
オリンピックス日本・千葉
茂原陸上競技プログラム

知的発達障がいのある方との交流
陸上練習参加

小学4年生以上

無制限

7月22日土・29日土、8月5日土・19日土
13:00〜15:00 ※雨天時中止の場合あり

三井化学総合
グラウンド

運動しやすい服装・帽子・タオル
水筒

24

視覚障がい者団体
宇宙の会

視覚障がいのある方との交流
ガイド体験

高校生
専門・大学生

5名

8月18日金

総合市民センター
（町保13-20）

動きやすい服装

25

障がい者スポーツ団体
パラスポーツ茂原

障がいのある方との
スポーツを通じた交流

高校生以上

各日10名

7月24日月、8月28日月

市民体育館
（高師2165）

動きやすい服装・上履き・水筒

9:00〜15:30

※土日祝日除く

13:00〜15:00
13:00〜16:00

福祉施設・学童クラブでの活動
NO

施設・団体

活動内容

対象

人数

活動期間

活動場所

持ち物・服装

26

児童養護施設
獅子吼園

子供との遊び、学習の手伝い
掃除・作業手伝い

大学生以上

各日2名

7月25日火・26日水、8月7日月・8日火
10:00 〜17:00 ※12:00〜14:00の間は休憩

小林546

動きやすい服装（露出を控えた服装・
スカート不可）
帽子・タオル・運動靴・上靴・昼食持参

27

茂原おもちゃ図書館
チューリップ

子どもとの遊びと見守り
会場の準備と片付け

中学生以上

各日
4〜6名

7月22日土、8月12日土・26日土
13:00〜16:10 ※うち1日から可

東郷福祉センター
（谷本1887-1）

動きやすい服装・水筒

28

総合市民センター

お菓子作り教室手伝い

高校生以上

3名

8月 9日水

9:00〜12:30

総合市民センター
（町保13-20）

動きやすい服装・水筒
エプロン・三角巾

29

二宮福祉センター

デイキャンプ手伝
（野外炊飯体験）

中学生
高校生
専門・大学生

10名

7月25日火

8:30〜14:00

二宮福祉センター
（国府関1683-1）

動きやすい服装・タオル・エプロン
軍手・水筒・帽子・上履き
昼食付（カレー）

30

東郷福祉センター

①パン作り教室手伝い
②工作教室手伝い
③デイキャンプ手伝い
④お菓子作り手伝い

高校生
専門・大学生
③のみ
中学生も可

① 2名
② 2名
③10名
④ 2名

①7月25日火
②7月27日木
③8月 8日火
④8月29日火

東郷福祉センター
（谷本1887-1）

動きやすい服装・エプロン・水筒
昼食持参
①④三角巾・布巾
③はタオル・軍手・水筒・昼食付（カレー）

31

五郷福祉センター

①科学遊び教室手伝い
②ビーズクラフト教室手伝い
③お楽しみ会手伝い

中学生
高校生
専門・大学生

①各日4名
②4名
③4名

①7月22日土・8月26日土 9:00〜12:00
②7月27日木
9:00〜12:00
③8月23日水
9:00〜14:00

五郷福祉センター
（綱島656）

動きやすい服装・上履き・水筒
③のみ昼食付

32

東郷第1学童クラブ

小学生との遊びや学習の手伝い

高校生以上

各日2名

8月 2日水〜8月25日金
9:00〜17:00
※土日祝日、8月14日15日除く※4時間以上

東郷福祉センター
（谷本1887-1）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・昼食持参

33

東郷第2学童クラブ

小学生との遊びや学習の手伝い

高校生以上

各日2名

8月 1日火〜8月25日金
9:00〜17:00
※土日祝日、8月14日15日除く※4時間以上

東郷小学校敷地内
（谷本142）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・昼食持参

34

豊岡学童クラブ

小学生との遊びや学習の手伝い

高校生
専門・大学生

各日2名

7月21日金〜8月31日木 10:00〜16:00
※土日祝日、8月10日〜15日除く※4時間以上

豊岡福祉センター
（粟生野2675-4）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・昼食持参

35

二宮学童クラブ

小学生との遊びや学習の手伝い

高校生以上

各日2名

7月21日金〜8月31日木
9:00〜17:00
※土日祝日、8月3日除く※午前のみ・午後のみ可

二宮福祉センター
（国府関1683-1）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・昼食持参

36

茂原学童クラブ

小学生との遊びや学習の手伝い

高校生以上

各日3名

8月 1日火〜8月25日金
9:00〜17:00
※土日祝日、8月8日14日15日除く※4時間以上

総合市民センター
（町保13-20）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・昼食持参

37

せんだん学童クラブ

小学生との遊びや学習の手伝い

高校生以上

各日2名

7月21日金〜8月31日木
9:00〜17:00
※土日祝日、7月27日、8月14日〜16日除く※4時間以上

茂原小学校敷地内
（茂原614）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・エプロン・昼食持参

38

豊田学童クラブ

イベント（サッカー）の準備と
手伝い

高校生
専門・大学生

2名

8月17日木

豊田福祉センター
（長尾148）

動きやすい服装・帽子・タオル・水筒

39

東茂原学童クラブ

小学生との遊び
イベント準備手伝い

高校生以上

各日4名

7月21日金〜8月31日木 10:00〜16:00
※土日祝日、8月14日〜18日除く※4時間以上

東茂原保育園近く
（東茂原13-23）

動きやすい服装・帽子・タオル
上履き・水筒・エプロン・昼食持参

各日5名

①豊田っ子クラブ
7月24日月〜7月28日金
②緑ヶ丘っ子クラブ 7月31日月〜8月 4日金
③鶴枝っ子クラブ
8月 2日水〜8月 4日金
④中の島っ子クラブ 8月21日月〜8月25日金
⑤茂原っ子クラブ
8月21日月〜8月25日金
※全コース9:30〜11:30

①豊田小学校
②緑ヶ丘小学校
③鶴枝小学校
④中の島小学校
⑤茂原小学校

動きやすい服装・タオル・上履き
水筒

40

茂原市
夏休み子ども教室

小学生の学習補助
昔遊びなどの見守り

高校生以上

9:00〜13:30
9:00〜12:00
13:00〜17:00
9:00〜13:30

9:00〜12:00

ボランティアグループや公共施設での活動
NO

施設・団体

活動内容

対象

人数

活動期間

活動場所

持ち物・服装

41

七夕まつり
清掃ボランティア

七夕まつり会場・駅周辺等の清掃

小学4年生以上

制限無

7月30日日・31日月 7:00〜8:15
※雨天中止（小雨決行）
※1日のみの参加可

出発場所
①総合市民センター
（町保13-20）
②中央公民館
（茂原101）

42

茂原ボランティア会

使用済切手の整理

小学4年生以上

各日20名

7月26日水、8月18日金

総合市民センター
（町保13-20）

ハサミ

43

長生郡市聴覚障害者協会
手話サークルつつじの会
手話サークル歩歩の会

簡単な手話の学習と
聴覚障がい者との交流

小学4年生以上

30名

8月 6日日

13:00〜16:00

総合市民センター
（町保13-20）

筆記用具
動きやすい服装

44

点字ボランティア
六点会

点字体験教室

小学4年生以上

20名

8月16日水

13:00〜15:00

総合市民センター
（町保13-20）

筆記用具

45

朗読ボランティア
みずすまし会

視覚障がいがある方のために市広報紙
などを音訳・CD化

小学4年生以上

各日6名

8月 3日木・17日木

総合市民センター
（町保13-20）

筆記用具

46

音楽ボランティア
たんぽぽの会

しょうじゅの里に訪問しての
レクリエーション（音楽活動）

中学生以上

10名

7月31日月 12:30〜16:00
※総合市民センター集合後、施設へ

総合市民センター
（町保13-20）

筆記用具
学生は制服着用、大人の方は明るい服装
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日本語学習支援
茂原IVC

外国籍の方への
日本語学習手伝い

高校生以上

各日10名

7月26日水、8月30日水 水曜クラス 13:30〜16:00
7月22日土、8月26日土 土曜クラス 10:00〜12:30
※うち3日以上参加できる方

東部台文化会館
（東部台1-7-15）

筆記用具
華美でない服装
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茂原市立図書館

こども図書館員
本の貸出しや返却、修理など

小学
4〜6年生

各6名

7月26日水［1部］10:30〜12:00［2部］13:30〜15:00

市立図書館
（千代田町1-6-1）

運動靴（サンダル不可）・図書館カード
（無い場合は事前に作成または当日作成）
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茂原市社会福祉協議会

障がいがある方や高齢者と一緒に
スポーツを楽しもう
（盲人卓球とペタンク）

小学生
中学生

20名

8月 4日金

総合市民センター
（町保13-20）

運動できる服装・上履き・水筒
帽子・タオル
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高齢者見守りサービス
友愛訪問

ボランティアと一緒に
高齢者宅を訪問する

小学4年生以上

数名

8月上旬

茂原市内

動きやすい服装

❺

9:30〜12:00

10:00〜12:00

10:00〜12:00

※日時・地区などは相談

動きやすい服装・軍手
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地区社会福祉協議会（地区社協）
『地区社協』
とは？

地区社会福祉協議会（地区社協）は、
「その地域に暮らす人たちが、主体的に自らの地域の福祉的な課題を解決することによって、住みやすくなる
よう取り組む任意の組織」で、茂原市社会福祉協議会（茂原市社協）と協働で地域福祉を推進しています。
茂原市では、概ね小学校区を単位として１３の地区社協が、その地域に住む高齢者などを対象に、公共施設や自治会館などで、
「ふれあい・いきい
きサロン」、
「健康作り教室」、
「敬老祝賀会」、
「地域交流事業」などを開催しています。

財源

委員

地区社協の活動は、みなさまからの社協会費や共同
募金の配分金（茂原市社協からの補助金）などで賄わ
られています。住民のみなさまが社協会員になってい
ただくことで、地区社協の活動が支えられています。

自治会、民生・児童委員、ボラン
ティア、小・中学校、PTA、福祉施
設などから選出された委員が、地
区社協の活動を支えています。

協力員募集！

みなさまも、協力員として、地区社協の活
動に参加することができます。ぜひ、お住い
の地域の地区社協の活動にご協力ください。

本納地区社協

新治地区社協

本納小学校

新治小学校

豊岡地区社協
豊岡小学校

敬老祝賀会

昔あそび交流会
二宮地区社協
二宮小学校

豊田地区社協
豊田小学校

東郷地区社協

緑ヶ丘小学校

東郷小学校
北部地区社協
萩原小学校

西部地区社協

グラウンドゴルフ交流会

西小学校
中央地区社協
茂原小学校

五郷地区社協
五郷小学校

健康サロン

東部地区社協
東部小学校

中の島地区社協
中の島小学校
鶴枝地区社協
鶴枝小学校

いきいきサロン健康教室

健康づくりサロン

【お問い合わせ】地域福祉課

「たすけあいサービス」を推進しています！
「たすけあいサービス」は、地区社会福祉協議会が実施主体と
なり、高齢者や障がいがある方の日常生活での簡単な困りごと
（庭の草取りや電球の交換、ゴミ捨てなど）を、同じ地域の住民が
有料にてお手伝いをする会員制（※）のサービスです。
現在、北部地区（萩原小学校区）
・中の島地区（中の島小学校
区）･中央地区（茂原小学校区）、緑町（緑町ほほえみの会が実
施）で、実施しています。
平成28年度は、実施地区全体で59件の依頼があり、119名の
協力会員が活動しました。
今後もサービス実施地区の拡大に努めてまいりますので、みな
さまのご支援、ご協力をよろしくお願いします。

ちょっと
手伝ってもらえると
助かるんだけど…

利用料

少しの時間で
誰かの役に
立てたらいいな…

サービス提供
作業確認と調整

利用会員

責任者又は副責任者

利用申込
入会料

※会員制 ： 手助けを必要としている方（利用会員）を、自分ので
きる事で何か役に立ちたいと思っている方（協力会員）がお手伝
いするサービスです（有料）。

募集

【たすけあいサービスのイメージ】

活動依頼
入会料

入会調査

上記の実施地区にて協力会員を募集していますので、
ご関心のある方は当協議会までご連絡ください。

事務局

【お問い合わせ】地域福祉課

❻

協力会員

賛助会員
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民生委員 ・ 児童委員 、 主任児童委員に

ご相談ください！
民生委員・児童委員の
マーク

私たちには、守秘義務があります。
相談内容の秘密は守ります。

私たち民生委員・児童委員は、国から委嘱を受け「民生委員法」
「児童福祉法」に基づき、
社会福祉の増進のため、住民のみなさまからのご相談にのったり、支援をしたりする身近なボランティアです。

あなたと行政とのパイプ役 お手伝いなどもしています。

社協サービスの情報提供や申請の

★見守り型食事サービス（ひとり暮らしの高齢者などを対象とした地域の見守り活動）
★紙おむつの支給
★訪問理髪サービス
★心配ごと相談（毎週水曜日）、無料法律相談（予約制）
子育てに頑張っているみなさんへ

高齢者のみなさんへ
★高齢者世帯あるいはひとり暮らしの
高齢者で、日常生活に心配のある
方、在宅介護で悩みのある方、家庭
内暴力に悩んでいる方など…、ひと
りで悩まないで、遠慮なく私たちに
ご相談ください。

★もうすぐ長い夏休み。お子さんの体重が減っ
た、このごろご飯を食べなくなった、夜眠れな
いようだなど、お子さんに異変を感じたら、
遠慮なく私たちに
声を掛けて下さい。

お知らせ

あゆみの家

【お問い合わせ】あゆみの家

福祉作業所（就労継続支援B型）
●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］
市内在住で、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

（市外在住でご希望の場合は、ご相談ください）

米寿を迎えられ
た方を対象に、ボラ
ンティアの 協 力 を
得 て 、無 料 で 写 真
撮 影し 、額 装し て
お渡しします。
対象者 昭和3年9月17日〜
昭和4年9月16日生まれの方
撮影日 8月19日 、20日
所 総合市民センター、五郷福祉センター、
本納公民館

対象者には7月中旬頃、案内文を送付します。撮影を希望
される方は、希望の撮影日・場所などをご連絡ください。
【お問い合わせ】地域福祉課

市子育て支援課 子育て家庭相談室 ☎２３-５５００

あゆみの家の
人気商品です

プレーンマフィン
1個 80円
アップルパイ
1個 150円

市内の公共施設で出張販売をしています。各種パンも販売し、
お客様からおやつや贈り物に好評をいただいています。
また、箱詰め（箱代50円）もご希望により承っています。内容等
については、お問い合わせください。

☎２４-９１３５

米寿記念撮影を行います！

場

★なかなか仕事が見つからず生活が苦しいとか、ふ
と気づいたらいつの間にか社会から孤立してい
たという方、遠慮なく私たちにご相談ください。

焼きたてのマフィンは
いかがですか！

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。
●障害福祉サービスの利用に必要な
「サービス等利用計画書」の作成を
行っていますので、ご相談ください。
［対象者］
市内在住で、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

生活が苦しいとか、社会から
孤立していると感じている方へ

「親子で遊べる場所」があります。
詳しくはお近くの福祉センターへ!

【お問い合わせ】茂原市民生委員児童委員協議会 広報部会／市社会福祉課 ☎２０-１５７１

特定相談支援事業所（計画相談）

民生委員制度は
今年100周年を
迎えます

♥ 善意ありがとうございました ♥
寄付金

総額

744，
083円

●本納小学校 886円 ●山葵の会 32,392円 ●K&Oエナジーグループ ゴルフ部 34,800円
●かるがも蕎麦の会 30,000円 ●サンミルク茂原 26,170円 ●新茂原寿会 3,000円
●ケバブ ジャパン 3,000円 ●茂原市子ども会育成連合会 15,780円
●萬華楼カラオケ会 18,851円 ●もばら~めん部 5,000円
●パルシステム千葉 東金センター 10,000円 ●茂原市ボランティア連絡協議会 394,289円
●生大 一笑の会 1,415円 ●茂原卸商業団地協同組合 100,000円
●㈱マックス・茶道同好会 13,500円 ●茂原菊友会 5,000円 ●伸和園芸 5,000円
●生活共同組合コープみらい 10,000円 ●匿名 3件

物 品

●双葉電子工業株式会社 保存用ビスケット３００食 ●吉野 博 車椅子(中古) １台
●東京電力常傭労働組合茂原班 箱ティッシュ５０点 ●池田 加代子 衣類等５０点

使用済切手収集活動へのご協力
●ガールスカウト89団

受付期間：平成２9年４月１日〜５月３１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。
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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、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

相談日・相談内容
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

●7月26日 、8月23日 、9月27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
金銭管理等に
関する相談

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）

健康相談

●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
●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
☎24-4333
●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
【お問い合わせ】総合市民センター
☎24-9511

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）

職員募集
【募集人数】

①嘱託主任介護支援専門員

1名

ケアプランの作成業務（20件程度）、月給160,000〜170,000円、
処遇改善手当5,000円、賞与あり、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）

②ホームヘルパー（若干名）

高齢者などの自宅を訪問し、身体介護や生活支援などを行う業務、
8：00〜19：00の内３時間程度で週２日以上できる方（月〜日）、
時給1,050円〜1,800円、交通費、移動拘束費、処遇改善手当
（賞与）、加入保険（労災）
【勤務場所】①茂原市社会福祉協議会（総合市民センター内）
②利用者宅 ＊直行直帰
【雇用期間】採用した日〜平成30年3月31日（更新の場合あり）
【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
＊①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
＊②介護福祉士、訪問介護員２級以上、介護職員初任者研修修了者のいずれか
【提出書類】履歴書、職務経歴書、資格証（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7月3日 〜 ＊応募状況により、受付を終了します。
【受付・お問い合わせ】総務課

学童クラブ
嘱託職員の募集

【募集内容】嘱託指導員（パート） 若干名
夏休み期間中に、保護者が就労等により、
昼間家庭にいない児童を保育する業務
（保護者との連絡調整、遊び等の指導など）
【勤務時間】月〜土曜日 7：30〜19：00、週3〜5日程度、
1日5時間程度のシフト勤務
【時
給】時給90０円
加入保険［労災・雇用（勤務時間による）］
【勤 務 地】夏期茂原、東郷、二宮学童クラブのいずれか
【雇用期間】平成29年7月21日㊎〜平成29年8月31日㊍
【応募条件】＊児童福祉の向上や子育て支援に熱意のある方
＊普通自動車免許 ＊６５歳未満の方
【提出書類】履歴書、職務経歴書
【選考方法】書類選考（１次審査）、面接試験（２次審査）
【受
付】７月7日 までに応募してください。
【受付・お問い合わせ】地域福祉課

ご自宅に眠っている毛糸の寄付に
ご協力をお願いします
いただいた毛糸は、ボランティアグループ「すずらんの会」の方が、手編みの
ひざ掛けを作り、ひとり暮らし高齢者や福祉施設などにお届けしています。

【お問い合わせ】地域福祉課

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

介護用品

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/

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

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。

FAX.（左に同じ）

❽

