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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

第6 回 千葉ロッテマリーンズ福祉野球教室
昨年12月2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阿部和成選手、加藤翔平選手、東條
大樹選手、大木貴将選手、田村龍弘選手、香月一也選手、チア
パフォーマーM☆Splashが訪れ、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１６０名が参加し、晴渡る
空の下、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、赤い羽根共同募金配分金に
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。
【協賛企業】
（順不同・敬称略）
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㈱／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

第10回 もばら福祉チャリティーゴルフ大会
― おかげさまで10周年！―
１月17日 、房総カントリークラブにて、もばら福祉チャリティーゴルフ大会が開催され
ました。
みなさまのおかげで、この大会は今年で10回目を迎えることができました。参加者は
年々増え、今年は最多の180名が参加し、大会を通じて集まったチャリティー募金37万円
が、当協議会へ寄付されました。高齢者や障がいのある方の見守り活動などに活用させて
いただきます。
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。

ワンオンチャリティー

優勝（中央）鶴岡時雄 様

大会実行委員会
この大会は、実行委員のみなさまが運営を行っています。
開催当初は、まだ参加者も少なく、協賛品も多くはありませ
んでしたが、委員のみなさまのご尽力により、少しずつ大き
な大会へと成長しました。嶋崎委員長は「多くの方のご協
力のおかげで、10周
年を迎えることが で
きました。心よりお礼
を申し上げます。これ
からもみ なさまに喜
んでもらえる大 会 の
開催に努めます。」と
今後の抱負を語って
大会実行委員のみなさま
いただきました。

表彰式

【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／大網グリーンゴルフ／
大木医院／桶市ホーム機器／割烹かたおか／㈱金
坂青果市場／㈱協和ハウジング／くるまやラーメン・
山どり／コカ・コーライーストジャパン㈱茂原支店／
娯天山ゴルフ練習場／小林モータース㈱／㈱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／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／メガネ・補聴器の
ヤスカワ／茂原卸商業団地協同組合／㈲茂原ツイン
サーキット／㈱よこぼり本店／㈱リリーフ

「福祉のまちづくり自動販売機」
を
設置しませんか
当協議会では、企業や個人のみなさまの建物や土地の空
きスペースに、社会貢献・地域福祉推進のための「福祉のま
ちづくり自動販売機」の設置者を募集しています。
この自動販売機の売上げの一部が、飲料メーカーを通じ
て当協議会に寄付され、地域の児童、高齢者や障がいのあ
る方への福祉活動に活用されます。
自動販売機を設置しても、また利用しても社会貢献・地域福祉の推進に
協力できます。
協力したいとお考えの方は、ぜひご連絡ください。
【お問い合わせ】総務課
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Report レポート 福祉センター Information
2017クリスマス工作

2017楽しかったクリスマス会

五郷福祉センター

総合市民センター
東郷福祉センター

二宮福祉センター

Event
イベント情報

豊田福祉センター

【費
用】700円（保険料含む）
――― 総合市民センター ――― 【日時】3月10日 9：30〜11：30
【対象】市内在住の小学生
【申込期間】2月4日 9：00〜2月23日 17：00
「春カレッジ!!」 【内容】簡単ピザとチキンナゲット作り ◎費用を添えて申込みください。
〜Let’
sクッキング〜 【定員】12名（申込み順）
【お問い合わせ】総合市民センター ☎24‐9511

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日から、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）を実施しています。
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 664,930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、福祉関係団体などの方々のご協力により、赤い羽根（10月実
施）200,505円、歳末たすけあい募金（12月実施）464,425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。

茂原高校ＪＲＣ委員会のみなさん

【協力団体】順不同・敬称略

【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

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 70,688円

まごころ募金
総額

茂原樟陽高校インターアクト部のみなさん

611,684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。

12月6日 、茂原市長寿クラ
ブ連合会様より、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。

【募金箱設置協力店】順不同・敬称略
㈱アップル茂原店／まごころ食堂／㈲一本やり／江戸前／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／小笹／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

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。
■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（総務課内）

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
絡下さい。
また、毛糸の寄付も受け付けております。ご協
【お問い合わせ】地域福祉課
力お願いします。
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「第1回 もばら福祉チャリティーボウリング大会」が
〜地域福祉のために〜
開催されました！
1月19日 、茂原ミナミボウルにて、第1回もばら福祉チャリティーボウリング大会（新春大会）が開催されました。この大会は、地区社会福祉協議
会のメンバーで構成された実行委員会が企画し、
「ボウリングを楽しみながらチャリティーに参加してもらい、健康づくりと地域住民の連帯や福祉意
識の高揚を図ろう」と、初めて開催されたものです。50名が参加し、和やかに始まったゲームも進むにつれて盛り上がり、大きな歓声が上がっていま
した。
ストライクのうれしい気持ちを
入賞されたみなさま
また、大会を通じて集まったチャリティー募金52,663円が当協
チャリティーに変え100円を募金！
議会へ寄付されました。福祉事業の貴重な財源として活用させ
ていただきます。誠にありがとうございました。
なお、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。
［協賛企業］
（順不同・敬称略）
茂原ミナミボウル、房総信用組合町保支店、ダイニングバル539

ささえるつながる福祉講座

2020年ボランティアで参加するには！

「ボランティアでオリンピック・パラリンピックに
参加したいけど…どうすればいいの？」と
思っている方、ぜひ参加してみませんか。
【日時】3月10日 13：30〜15：30
【場所】総合市民センター（グループ活動室）
【内容】
①「オリパラボランティアになるには」
講師：千葉県環境生活部県民生活・文化課県民活動推進班 仁平貴子 氏
②「ロンドンパラリンピックボランティアについて」
講師：ロンドンパラリンピック日本選手団副団長 野口美一 氏
【参加費】無料
【定員】30名（申込順）
※この講座は、オリパラボランティアへの参加方法を講義するものであり、
ボランティアを募集するものではありません。

【お問い合わせ・お申し込み】茂原市ボランティアセンター（地域福祉課内）

貸付制度 のご案内

例えば

資金種類一例

教育
支援
資金

教育支援費

《高

緊急小口資金

償還期限

校》月３．
５万円以内

《高専・短大》月６万円以内
《大

修学支度費

貸付限度額

学》月６．
５万円以内
５０万円以内

原則
10年以内

（

１０万円以内

最長
２０年以内

（

据置期間
卒業後
６ヶ月
以内

●豊田地区社会福祉協議会・まちづくり協議会 20,662円
●第7回夜輝車杯 30,000円 ●カラオケ吉田 23,553円
●茂原市グラウンド・ゴルフ協会 15,344円
●中の島地区社会福祉協議会 19,955円
●文化祭実行委員会 社交ダンス部門 57,527円
●からだ元気治療院 茂原店 10,000円
●介護タクシー山桜 3,000円 ●萬華楼カラオケ会 24,125円
●優遊会・水曜会異業種交流会 100,000円 ●豊岡まつりの会 10,000円
●茂原市連合婦人会 30,000円 ●中村 静夫 16,101円
●房総プラント株式会社 200,000円
●房総プラント㈱・㈱アステック社員一同 100,000円
●カラオケオフィスM企画 19,769円 ●冬の夜の小さな音楽会 ３０，
０００円
●千葉ロッテマリーンズ茂原後援会 ３８５，
０００円 ●青栁 利江 ５，
０００円
●千葉県生涯大学校長生学友会 １４，
６００円 ●石井 憲子 5,182円
●匿名 7件 23,673円

物 品

使用済切手収集活動へのご協力
●明治安田生命茂原第一営業所 ●㈱永瀬商店 ●青栁 利江 ●千葉石油㈱
受付期間：平成29年9月1日〜12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。

あゆみの家

貸付利子

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。

無利子

相談支援事業所（計画相談）

12ヶ月以内 ２ヶ月以内

※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、
お問い合わせください。

【お問い合わせ】地域福祉課

交通事故による遺児の方へ

寄付金

●岩田 節子 未使用切手14,450円 ●中澤 英夫 もち米90kg
●石井 勇 米20kg ●匿名 3件 米65kg

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。
● 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
● 学校行事の郊外研修や修学旅行の費用 ● 急を要する出費
資金名

♥ 善意ありがとうございました♥

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、お見舞金をお届けいたします。
該当する場合は、平成30年2月7日 までに、当協議会へお問い合わせ
ください。
❶ 平成30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30年3月に中学校・高校を卒業する遺児へ激励金
❸ 平成29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

●障害福祉サービスの利用に必要な ●就労が困難な方、日中活動の場を
「サービス等利用計画書」の作成を
お探しの方、ご相談ください。
行っていますので、ご相談ください。 ［対象者］
［対象者］
市内在住で、身体障害者手帳、療
市内在住で、障害福祉サービスを
育手帳、精神保健福祉手帳のいず
利用するために、茂原市より計画
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）
書の提出を求められた方

第26回「僕らはみんな生き活き展」のお知らせ
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。障がいのある方々の
日頃の活動の成果を知ってもらうことができます。ぜひご来場ください。
【日時】2月9日 〜12日 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

【お問い合わせ】あゆみの家

❸

福祉作業所（就労継続支援B型）

☎２４-９１３５

社福もばら No.119

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

●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28日 、3月28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

●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（地域福祉課内）
☎24-4333
●毎週火・水・金曜日 １３
：
００〜１６
：
００

健康相談

（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

職員募集
【募集人数】

①福祉作業所 嘱託指導員

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）

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30年1月15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28・29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

豊岡学童クラブ利用者募集！

豊岡学童クラブを利用しませんか？
豊岡小学校の児童を対象に、学童保育を行なっています。
【場
所】豊岡福祉センター
【基本月額保育料】10,000円 通常月（別途、おやつ代等負担あり）
【利用期間】平成30年4月2日 〜平成31年3月30日
・平日（月〜金）の授業終了後から18時30分まで
（延長保育 19時まであり）
・長期休業8：00〜18：30（早朝保育 7：30〜8：00）
【募集定員】10名
【受付期間】2月2日 〜2月23日
【申込方法】豊岡福祉センター窓口にお申込み下さい。
【お問い合わせ】地域福祉課又は豊岡福祉センター

心配ごと相談

☎34-8321

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

若干名（男性希望）
利用者の作業指導、日中活動の支援、送迎など、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）
②福祉センター 嘱託労務士（パート） 若干名（男性希望）
施設内外の維持管理、貸館業務など、加入保険（雇用・労災）、
週4〜5日のシフト制（土日勤務あり、週20〜24時間程度）、
①17：00〜21：15（土日を含め週3〜4日）、時給1,000円
【＊夜間施設利用がない場合、勤務時間を短縮】

②

8：30〜17：15（土日の内、週1日昼間勤務）、時給900円
若干名（65歳未満の方）
【雇用期間】平成30年4月1日〜平成31年3月31日（更新の場合あり）

③ホームヘルパー

＊③は、採用した日〜平成31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（①・②）
＊①障害福祉施設などの実務経験、障害者福祉の向上に熱意のある方
＊③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、③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30年2月1日 〜＊応募状況により、受付を終了します。
【お問い合わせ･申込先】総務課

学童クラブ嘱託指導員
希望者の登録を受付けます！
【内容】学童保育業務、保護者との連絡調整、遊び等の指導など。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。時給900円〜950円。加入保険（労災）
【応募条件】児童福祉の向上に熱意のある方、普通自動車免許、65歳未満の方
※欠員や臨時的な業務が生じた場合、面接・勤務条件などにより選考し、採用します。

【お問い合わせ】地域福祉課

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）

❹

