
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。

♥♥善意ありがとう
ございました

【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）

社 協 情 報 コ ー ナ ー
相談日・相談内容
●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）

●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）

心配ごと
相  談

●10月25日水、11月22日水、12月27日水、
　 1月24日水　　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
　（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

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

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】 地域福祉課

【お問い合わせ】 もばら後見支援センター
 ☎24-4333

【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

家庭で

©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運
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29年度配分計画

検 索はねっと

第28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28年度 茂原市での募金額 8,073,383円

■長寿クラブなどの高齢者支援 285千円
■障がい者団体の活動支援 535千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 230千円
■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 4,111千円

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 5,651,000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
■被災者・被災地支援に対する助成

千葉県共同募金会から福祉団体へ　2,422,383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29年10月28日土
13：30～16：00
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
⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演
⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演

無料無料

寄付金　総額 430,039円寄付金　総額 430,039円

物  品物  品
●明治安田生命労働組合茂原第一分会 ……………… 雑巾200枚
●石井 春男 ……………………………紙おむつ・尿取りパット42袋
●双葉電子工業株式会社 ……… 保存食マジックライス　378食

受付期間 ： 平成２9年6月１日～8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。

●木崎東泉寺「青葉まつり」実行委員会 45,579円
●茂原卸商業団地協同組合 30,000円
●株式会社アスカ 100,000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 19,240円
●立正佼成会 40,000円 ●金坂医院 150,000円
●石井恵子 5,182円 ●大多喜ガス株式会社 1,901円
●Wonder GOO 茂原店 1,000円
●匿名　3件

あゆみの家あゆみの家
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ご利用を考えている方、
ご相談ください。

【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。

［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）

●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

相談支援事業所（計画相談）

【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２9年9月19日火～10月31日火
●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。
 お米は、平成28・29年度産［玄米可］）
●受取窓口／当協議会

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

　7月23日に、総合市民センターで震度6強の地震を
想定した災害ボランティアセンター運営訓練を行いま
した。当日は、13地区社会福祉協議会や災害対策
コーディネーター茂原、日赤防災ボランティア等の関
係団体、災害ボランティア協力者の総勢131名が参加
し、被災者からのニーズ聴き取り、ボランティアの受
付、マッチング（派遣調整）、資材の貸出しなど、実践
的な訓練を行いました。

【お問い合わせ】 地域福祉課

　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。災害時にメールで
情報提供を行うほか、平時の訓練の案内なども行っています。

災害
ボランティア
協力者の募集

茂原市災害ボランティアセンター運営訓練
日　時

会　場

内　容

入場料 手話通訳
託児サービス有
手話通訳
託児サービス有

その他

千葉県君津児童相談所
　児童指導員　菅浦 理絵子 氏
「青年海外協力隊での経験通して
　　　　　　　　　伝えていくこと」

千葉県君津児童相談所
　児童指導員　菅浦 理絵子 氏
「青年海外協力隊での経験通して
　　　　　　　　　伝えていくこと」

福祉作業所（就労継続支援B型）

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

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/

住宅改修

ケアプラン作成

福祉機器介護用品

0120-256-164

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

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。

2017.10.1 No.118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

社福もばら社福もばら
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★二宮福祉センター
「スマイルデイキャンプ」
★二宮福祉センター
「スマイルデイキャンプ」

★豊岡福祉センター
「親子そば打ち
　　体験教室」

★豊岡福祉センター
「親子そば打ち
　　体験教室」

★五郷福祉センター
「ビーズクラフト教室」
★五郷福祉センター
「ビーズクラフト教室」

★豊田福祉センター
とよだ夏ﾁｬﾚ！

「フラダンス教室」

★豊田福祉センター
とよだ夏ﾁｬﾚ！

「フラダンス教室」

★東郷福祉センター
「夏休みわくわく工作

（ソフト粘土）」

★東郷福祉センター
「夏休みわくわく工作

（ソフト粘土）」★総合市民センター
サマチャレ「色染め体験」

★総合市民センター
サマチャレ「色染め体験」

豊田福祉センター（☎26-1105） 五郷福祉センター（☎25-7880）総合市民センター（☎24-9511）
☆サタデーキッズ（後期）
【日時・内容】 各日9：30～11：30
　①11月 4日土 楽しく簡単お菓子作り
　②12月 2日土 クリスマスアロマワックスサシェ
  ＆バスボム作り
　③ 1月20日土 マトリョーシカペイント
　④ 2月10日土 科学実験で遊ぼう
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 ①16名 ②10名 ③15名 ④12名
【参加費】 ①700円（保険料含む） ②800円
 ③1200円④500円
【受　付】10月16日月9：00～27日金17：00

☆ちびっこ親子のクリスマス会
【日　時】 12月14日木 10：00～11：30
【対　象】 市内在住 0～4歳児とその保護者
【定　員】 なし（自由に参加してください）
【参加費】 無料
【内　容】 ふれあい遊び、おやつタイム
 サンタさんからのプレゼント 他
【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9：30～受付開始
 （事前の受付はありません）

みんなでつくる☆あったかクリスマス
【日　時】 12月9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、工作、
 楽しいランチ他
【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日日 9：00～

☆わいわい☆クリスマスパーティー
【日　時】 12月16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18日土 9：00～
 （申し込みは、本人を含め２名まで）

東郷福祉センター（☎25-5882）二宮福祉センター（☎26-3740）はぴはぴ☆クリスマス！
【日　時】 12月9日土 10：00～12：30
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名
【参加費】 600円
【内　容】 ゲーム・プレゼント交換・
 軽食（ケーキデコレーション）他
【持ち物】 300円程度のプレゼント、
 上履き、飲み物
【受　付】 11月18日土 9：00～

☆きらきらクリスマスパーティー
【日　時】 12月9日土 10：00～12：00
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名
【参加費】 600円（保険料含む）
【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11日土 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～

2017
夏の思い出
2017
夏の思い出

ReportReport
夏休み

子ども教室 

　長寿クラブでは、高齢者の生きがいと健康
づくり、仲間作りや相互の支え合い、楽しいク
ラブ作りや社会貢献を目的として、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。

　8月19日、20日に市内公共施設
で、ボランティアのご協力のもと、
米寿を迎えられた方147名の記念
撮影を行い、後日、写真を額に入れてお渡ししました。
　撮影に訪れたみなさまは、思い思いの服装で、記念の一枚を撮影
されていました。撮影の合間に参加された吉野さんからお話しを伺
うと「待ちに待った晴れ舞台という気持ちで来ました。長生きの秘
訣は、散歩など運動をすることですね。これからの目標は、卒寿を迎
えることです。」と、米寿を迎えられた喜びを話していただきまし
た。

茂原市長寿クラブ連合会に
加入しませんか

【お問い合わせ】 茂原市長寿クラブ連合会（地域福祉課内）

◆主な活動
●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（芸能発表会、作品展、囲碁将棋大会等）
●レクリエーション活動（親睦旅行等）
●ボランティア活動（茂原公園清掃、まごころ募金運動、老人施設芸能友愛訪問等）
●広報紙の発行 等

一生に一度の記念に
米寿記念撮影

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

福祉センター　Information

第2回

第1回

第3回

　見守り型食事サービスは、ひとり暮らし高齢者などのお宅
へ、手作りのお弁当を持って訪問し、安否や健康状態の確認を
行っています。

【申込方法】10月2日月から受付開始　　【申し込み・お問い合わせ】茂原市ボランティアセンター（地域福祉課内）

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29年11月14日火 13：00～15：00
【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
【定　　員】 18名（申し込み順）　【参加費】 無料

見守り型食事サービス
ボランティア体験教室

【日時・内容】

平成29年11月16日木 10：00~12：00
講義 ： 「高齢者への理解」
 ［講師］デイサービスセンター長生東　施設長　林 正貴 氏
講義 ： 「障がいへの正しい理解~統合失調症や気分障害を中心に」
 ［講師］鈴木神経科病院　精神保健福祉士　伊藤 孝浩 氏

平成29年11月 9日木 9：30~12：00
活動紹介 ： 見守り型食事サービスボランティア、
 傾聴ボランティア会、心のボランティアひまわり
講義・演習 ： 「傾聴スキルの基本」
 ［講師］NPO法人スピリッツ　北田 知子氏

平成29年11月30日木 10：00~12：00
講義・演習 ： 「電話相談から学ぶ傾聴スキル」
 ［講師］千葉いのちの電話　研修担当

【場　　所】 総合市民センター 【対　　象】 ボランティア活動に興味のある方
【定　　員】 ２０名（申し込み順） 【参 加 費】 無料

　傾聴スキルを身につけ、高齢者や障がいのある方などのお話しを聴いたり、レクリ
エーションなどで一緒に活動していただくボランティアの養成講座を開催します。

ボランティア養成講座
～あなたの心で聴くボランティア～

ボラ活
始めませんか？

　今年も「夏の体験ボランティア」を開催し、初めてボランティアをする方
や毎年参加してくれる方など、延べ５００件以上のボランティア活動が行わ
れました。

　「何か地域で自分にできることがした
い」、「将来の自分の夢を実現するため
に経験を積みたい」、「ボランティアってどんなんだろう」、参加の動機はさまざまですが、みなさん心に残る体
験になったのではないでしょうか。
　将来、声に関わる仕事に就くことを目指している佐久間さんは、視覚障がいがある方のための音訳ボラン
ティアに参加し、「聴く人の気持ちを考えながら朗読することの大切さを学びました。誰かの役に立てること
がこんなにも気持ちの良いことなのかと感じました。」と笑顔で語ってくれました。

夏の体験ボランティア夏の体験ボランティア

音訳ボランティア音訳ボランティア

茂原ボランティア会茂原ボランティア会

　茂原市ボランティア連絡協議会では、11月6日～18日に加盟17団体の活動見学会と見守り
型食事サービスのボランティア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。

総合市民センター

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

視覚障がいのある方へ届ける
11月16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15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

聴覚障がいのある方との
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
①入浴後の髪のブロー

②入所者との交流

③車いすの方の買物介助
④使用済み切手の整理

茂原ボランティア会

①11月 6日月
 9日木
②11月 6日月
 7日火
 18日土
③11月 15日水
④11月 24日金

①真名実恵園
　法目実恵園
②長生共楽園
　法目実恵園
　まきの木苑
③ケアセンターかずさ
④総合市民センター

①10：00～11：30
　10：00～11：30
②10：00～11：30
　14：30～16：00
　14：00～15：30
③13：30～15：00
④ 9：00～11：30

長寿会と小学生の交流（一緒にペタンクを楽しみました）長寿会と小学生の交流（一緒にペタンクを楽しみました）茂原学童クラブ（小学生との交流）茂原学童クラブ（小学生との交流）

みずすまし会みずすまし会

つつじの会つつじの会

社福もばら No.118
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★二宮福祉センター
「スマイルデイキャンプ」
★二宮福祉センター
「スマイルデイキャンプ」

★豊岡福祉センター
「親子そば打ち
　　体験教室」

★豊岡福祉センター
「親子そば打ち
　　体験教室」

★五郷福祉センター
「ビーズクラフト教室」
★五郷福祉センター
「ビーズクラフト教室」

★豊田福祉センター
とよだ夏ﾁｬﾚ！

「フラダンス教室」

★豊田福祉センター
とよだ夏ﾁｬﾚ！

「フラダンス教室」

★東郷福祉センター
「夏休みわくわく工作

（ソフト粘土）」

★東郷福祉センター
「夏休みわくわく工作

（ソフト粘土）」★総合市民センター
サマチャレ「色染め体験」

★総合市民センター
サマチャレ「色染め体験」

豊田福祉センター（☎26-1105） 五郷福祉センター（☎25-7880）総合市民センター（☎24-9511）
☆サタデーキッズ（後期）
【日時・内容】 各日9：30～11：30
　①11月 4日土 楽しく簡単お菓子作り
　②12月 2日土 クリスマスアロマワックスサシェ
  ＆バスボム作り
　③ 1月20日土 マトリョーシカペイント
　④ 2月10日土 科学実験で遊ぼう
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 ①16名 ②10名 ③15名 ④12名
【参加費】 ①700円（保険料含む） ②800円
 ③1200円④500円
【受　付】10月16日月9：00～27日金17：00

☆ちびっこ親子のクリスマス会
【日　時】 12月14日木 10：00～11：30
【対　象】 市内在住 0～4歳児とその保護者
【定　員】 なし（自由に参加してください）
【参加費】 無料
【内　容】 ふれあい遊び、おやつタイム
 サンタさんからのプレゼント 他
【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9：30～受付開始
 （事前の受付はありません）

みんなでつくる☆あったかクリスマス
【日　時】 12月9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、工作、
 楽しいランチ他
【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日日 9：00～

☆わいわい☆クリスマスパーティー
【日　時】 12月16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18日土 9：00～
 （申し込みは、本人を含め２名まで）

東郷福祉センター（☎25-5882）二宮福祉センター（☎26-3740）はぴはぴ☆クリスマス！
【日　時】 12月9日土 10：00～12：30
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名
【参加費】 600円
【内　容】 ゲーム・プレゼント交換・
 軽食（ケーキデコレーション）他
【持ち物】 300円程度のプレゼント、
 上履き、飲み物
【受　付】 11月18日土 9：00～

☆きらきらクリスマスパーティー
【日　時】 12月9日土 10：00～12：00
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名
【参加費】 600円（保険料含む）
【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11日土 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～

2017
夏の思い出
2017
夏の思い出

ReportReport
夏休み

子ども教室 

　長寿クラブでは、高齢者の生きがいと健康
づくり、仲間作りや相互の支え合い、楽しいク
ラブ作りや社会貢献を目的として、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。

　8月19日、20日に市内公共施設
で、ボランティアのご協力のもと、
米寿を迎えられた方147名の記念
撮影を行い、後日、写真を額に入れてお渡ししました。
　撮影に訪れたみなさまは、思い思いの服装で、記念の一枚を撮影
されていました。撮影の合間に参加された吉野さんからお話しを伺
うと「待ちに待った晴れ舞台という気持ちで来ました。長生きの秘
訣は、散歩など運動をすることですね。これからの目標は、卒寿を迎
えることです。」と、米寿を迎えられた喜びを話していただきまし
た。

茂原市長寿クラブ連合会に
加入しませんか

【お問い合わせ】 茂原市長寿クラブ連合会（地域福祉課内）

◆主な活動
●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（芸能発表会、作品展、囲碁将棋大会等）
●レクリエーション活動（親睦旅行等）
●ボランティア活動（茂原公園清掃、まごころ募金運動、老人施設芸能友愛訪問等）
●広報紙の発行 等

一生に一度の記念に
米寿記念撮影

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

福祉センター　Information
社福もばら No.118
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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。

♥♥善意ありがとう
ございました

【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）

社 協 情 報 コ ー ナ ー
相談日・相談内容
●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）

●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）

心配ごと
相  談

●10月25日水、11月22日水、12月27日水、
　 1月24日水　　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
　（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

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

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】 地域福祉課

【お問い合わせ】 もばら後見支援センター
 ☎24-4333

【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

家庭で

©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運
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29年度配分計画

検 索はねっと

第28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28年度 茂原市での募金額 8,073,383円

■長寿クラブなどの高齢者支援 285千円
■障がい者団体の活動支援 535千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 230千円
■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 4,111千円

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 5,651,000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
■被災者・被災地支援に対する助成

千葉県共同募金会から福祉団体へ　2,422,383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29年10月28日土
13：30～16：00
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
⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演
⑴社会福祉功労者顕彰
⑵記念講演

無料無料

寄付金　総額 430,039円寄付金　総額 430,039円

物  品物  品
●明治安田生命労働組合茂原第一分会 ……………… 雑巾200枚
●石井 春男 ……………………………紙おむつ・尿取りパット42袋
●双葉電子工業株式会社 ……… 保存食マジックライス　378食

受付期間 ： 平成２9年6月１日～8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。

●木崎東泉寺「青葉まつり」実行委員会 45,579円
●茂原卸商業団地協同組合 30,000円
●株式会社アスカ 100,000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 19,240円
●立正佼成会 40,000円 ●金坂医院 150,000円
●石井恵子 5,182円 ●大多喜ガス株式会社 1,901円
●Wonder GOO 茂原店 1,000円
●匿名　3件

あゆみの家あゆみの家
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ご利用を考えている方、
ご相談ください。

【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。

［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）

●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

相談支援事業所（計画相談）

【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２9年9月19日火～10月31日火
●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。
 お米は、平成28・29年度産［玄米可］）
●受取窓口／当協議会

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

　7月23日に、総合市民センターで震度6強の地震を
想定した災害ボランティアセンター運営訓練を行いま
した。当日は、13地区社会福祉協議会や災害対策
コーディネーター茂原、日赤防災ボランティア等の関
係団体、災害ボランティア協力者の総勢131名が参加
し、被災者からのニーズ聴き取り、ボランティアの受
付、マッチング（派遣調整）、資材の貸出しなど、実践
的な訓練を行いました。

【お問い合わせ】 地域福祉課

　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。災害時にメールで
情報提供を行うほか、平時の訓練の案内なども行っています。

災害
ボランティア
協力者の募集

茂原市災害ボランティアセンター運営訓練
日　時

会　場

内　容

入場料 手話通訳
託児サービス有
手話通訳
託児サービス有

その他

千葉県君津児童相談所
　児童指導員　菅浦 理絵子 氏
「青年海外協力隊での経験通して
　　　　　　　　　伝えていくこと」

千葉県君津児童相談所
　児童指導員　菅浦 理絵子 氏
「青年海外協力隊での経験通して
　　　　　　　　　伝えていくこと」

福祉作業所（就労継続支援B型）

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

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/

住宅改修

ケアプラン作成

福祉機器介護用品

0120-256-164

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

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。

2017.10.1 No.118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

社福もばら社福もばら
社福もばら No.118

❹


