
❶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。

金銭管理等に
関する相談

●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）
 ☎23-4333

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

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）

相談日・相談内容

あゆみの家あゆみの家

【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）

●毎週水曜日 ９：００～１５：００
●総合市民センター 3階 相談室心配ごと相談

●5月23日水、6月27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
●毎週火・木・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

●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
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【お問い合わせ先】 総合市民センター☎24-9511 五郷福祉センター☎25-7880 豊田福祉センター☎26-1105
 二宮福祉センター☎26-3740 東郷福祉センター☎25-5882

場所
日 時
内容

場 　 所
曜 日
時 　 間
教 室 名
対象年齢

五郷福祉センター
5月5日土㊗ 10：00～12：00
模擬店・工作コーナーなど

二宮福祉センター
5月19日土 10：00～12：00
模擬店・工作コーナーなど

東郷福祉センター
5月6日日 10：00～12：00
模擬店・工作コーナーなど

子どもの教室が始まります！！ ～児童センター～
小さい子どもを持つ親子が集まり、親子同士の情報交換、子どもの遊びの場、児童厚生員が育児の悩みを聞いたり、
自由に参加できる教室です。事前申し込みの必要はありません。みなさん遊びにきませんか？

豊田福祉センター 二宮福祉センター
月2回火曜日
13：30～15：00
ぴよぴよ
0～2歳児

五郷福祉センター総合市民センター 総合市民センター
月2回木曜日
10：00～11：30
ありんこルーム
0～4歳児

月2回月曜日
10：00～11：30
すくすくベビー
0～2歳児

第２・４水曜日
10：00～11：30

チビかいじゅうの部屋
0～2歳児

第2火曜日
10：00～11：30
ママとあんよ
0～2歳児

東郷福祉センター
月2回金曜日
10：00～11：30
プーさんベビー
0～2歳児

※各教室については、定員がありますので事前に申し込みください。
　受付が始まっている教室もあるので、日程・内容・受付状況・受付方法などは、各センターにお問い合わせください。

親子で遊ぶ会 小学生対象の教室
2～3歳児の親子が集まり、みんなで遊び
の内容（季節の製作、
運動会など）を
考えて楽しん
でいます。

科学工作遊びやお菓子教室・
クラフト教室
などを行って
います。

※都合により、日程変更有

【お問い合わせ】 地域福祉課 ※詳細については、ホームページをご覧下さい。

福祉こどもまつり!!福祉こどもまつり!!
平成30年５月１3日日
１０時～１４時
［雨天縮小開催］

平成30年５月１3日日
１０時～１４時
［雨天縮小開催］

日時

内容

会場 駐車場茂原市
総合市民センター
茂原市
総合市民センター

三井化学体育館
隣接駐車場
（会場まで送迎有）

三井化学体育館
隣接駐車場
（会場まで送迎有）

●キッズダンス［Dance  Studio  FUN→D←TION］
●みんなでダンス＆ライブ［mini-chu！！！］
●もばら阿波踊り［高師西部連］
●和太鼓演奏［中の島太鼓］
●福祉体験　●福祉バザー　●各種模擬店
●パラスポーツ体験　●福祉車両や福祉用具の展示
※こども向けイベント等、多数用意してます

●キッズダンス［Dance  Studio  FUN→D←TION］
●みんなでダンス＆ライブ［mini-chu！！！］
●もばら阿波踊り［高師西部連］
●和太鼓演奏［中の島太鼓］
●福祉体験　●福祉バザー　●各種模擬店
●パラスポーツ体験　●福祉車両や福祉用具の展示
※こども向けイベント等、多数用意してます

「モバりん」

福祉センター　Information

介護職員募集
1介護支援専門員（1名）
【募集内容】 ケアプランの作成、給付管理業務など。
 ８：３０～１７：１５、週５日勤務（月～金）
【給 与 等】 月給１６７，０００円、処遇改善手当５，０００円、
 通勤手当（０～３，０００円）、賞与年２回
 加入保険（健康・厚生・雇用・労災）
【応募条件】 ＊介護支援専門員の資格をお持ちの方
   （実務経験は無くても構いません）
 ＊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ホームヘルパー（若干名）
【募集内容】 パート職員　６０歳位まで
 茂原市内の高齢者や障がい者の自宅を訪問し、利用者
 の状況に応じた身体介護、生活支援（買い物、調理、清
 掃など）を行う業務
 月曜～日曜日のうち、2日以上できる方
 ８：００～１９：００のうち、３時間程度
 ※曜日･時間については、応相談
【給 与 等】 時給１，０５０円～１，８００円 （シフト制）賞与２回
 その他、移動費や交通手当等
【勤務場所】 利用者宅　※直行直帰
【応募条件】 ①～③のいずれか１つ
 ①介護福祉士　②訪問介護員２級以上
 ③介護職員初任者研修修了者

12共通
【提出書類】 履歴書、職務経歴書、資格証の写し
【選考方法】 １次選考（書類審査）、２次選考（面接審査）　随時受付

【受付・お問い合わせ】 総務課

無料配布（数量限定）※先着順
10：30～●新鮮野菜セット（整理券配布）●花の苗10：30～●新鮮野菜セット（整理券配布）●花の苗

福祉センター
こどもまつり!!
福祉センター
こどもまつり!!

雨天
決行

ベビー教室

バザー物品の寄付を募集しておりますので、
ご協力をお願いいたします。（使用済の物はご遠慮ください。）その他

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。
福祉作業所（就労継続支援B型）

来場者駐車場から
無料送迎バスが

出ます

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

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

【お問い合わせ】 総務課

広報紙「社福もばら」広告募集！広報紙「社福もばら」広告募集！
会社の広告を出して地域福祉に役立ててみませんか？新聞折り込みで
市内各世帯、公共施設などへ配布しております。広告のお申し込み方
法や掲載料金などの詳細は、当協議会までお問い合わせください。

●配布数／約33,000部（１回あたり） ●配布回数／年４回（5・7・10・2月）
●企画／１枠　縦40㎜×横110㎜ ●価格／１回あたり35,000円
※社協法人会員割引や年間契約による割引有

〒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。

2018.5.1 No.120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.120

❷

寄付金寄付金

物  品物  品
●長生郡市退職公務員連盟 タオル200本

使用済切手収集活動へのご協力使用済切手収集活動へのご協力
●沢井製薬株式会社 ●ASA茂原

受付期間 ： 平成30年1月1日～3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。

●チャリティー交流会 500円 ●㈲グッドケア 20,271円
●生大　一笑の会 3,382円
●もばら福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会 370,000円
●もばら福祉チャリティーボウリング大会実行委員会 52,663円
●茂原園芸クラブ 7,722円 ●川口 保 11,400円
●茂原軽音楽協会 40,000円
●茂原ツインサーキット開場30周年記念 150,000円
●楽窯会 5,000円 ●陶豊会 3,000円 ●紅花会 2,550円
●三井化学労働組合 20,000円 ●茂原市グラウンド・ゴルフ協会 12,490円
●茂原市総合市民センター自主グループ連絡協議会 20,250円
●募金箱協力企業等（㈲ますや、NPO法人カレンズ、NPO法人ウィズ
　ARUKU、大都興業㈱ピラミッド店 他） 28,539円
●匿名 10件 78,535円

♥♥善意ありがとうございました

【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30年5月14日月～6月29日金
●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

　市内13地区にあるボランティア会では、見守りが必要とされているひと
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。
　地区ボランティア会では、季節が感じられる献立作りや児童の絵手紙を
添えるなど、心を込めたお弁当をお届けしています。利用者からは、「お弁
当をとても楽しみにしている」と喜ばれ、ボランティアはその言葉を励み
に“やりがい”を持って活動しています。

　故水野孝嗣氏の想いを継いで遺
言執行者 行政書士の二階堂高史氏
より公用車等の購入を目的とした
寄付金500万円をいただきました。
　当協議会で使用する車両２台と子
どもたちが楽しめる遊具等を購入

させていただきました。大切に活用させていただきます。
　なお、寄付金で購入した車両・備品すべてに、水野さんのお名前を
表示しております。

【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）

見守り型食事サービスを行っています!!見守り型食事サービスを行っています!!見守り型食事サービスを行っています!!ボランティアの手作りによるボランティアの手作りによるボランティアの手作りによる見守り型食事サービスを行っています!!ボランティアの手作りによる

地区ボランティア会では、一緒にお弁当を作ってくれる方を募集しています。配達や
食器洗いだけなど部分的な参加もできます。是非一度見学してみませんか。
当協議会までお気軽にお問い合せください。

募集

寄付金による公用車等の購入寄付金による公用車等の購入

　地区社会福祉協議会では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも
元気に暮らすことを目指して、気軽にできて体力がつく『もばら百歳
体操』を実施するとともに、普及啓発に取り組んでいます。

もばら百歳体操やってみませんか！

　朗読ボランティア『みずすまし会』
では、毎月2回、茂原市が発行してい
る「広報もばら」の内容や地域の話題
などをCDに録音して、視覚障がいの

ある方、視力が低下した高齢者などに無料でご自宅までお届けしてい
ます。また、不定期で「小説」「エッセイ」などの朗読CDも一緒に配布
しています。ご希望の方は当協議会までご連絡ください。
【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） 【お問い合わせ】 地域福祉課

　これからの地域福祉は、住民一人ひとりの努力（自助）、公的な福祉
サービス（公助）の充実を図るとともに、身近な地域社会において、
お互いを気遣い、支え合いながら（共助）、共生する仕組みづくりが
ますます重要となっています。
　そのため当協議会では、地域住民、福祉関係者、茂原市などと連
携・協働し、「地域の助け合いによる福祉（地域福祉）」を計画的に推
進するため、第4次茂原市地域福祉活動計画を策定しました。
　詳細については、当協議会ホームページをご覧ください。
　また、各福祉センターに概要版を置いてありますので、そちらも
ご覧ください。

地域共生社会の実現に向けて
～第4次茂原市地域福祉活動計画～

検 索茂原市社協

地域共生社会の実現に向けて
～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支え合う～

基本理念

平成30年度（2018年度）
　～平成35年度（2023年度）

計画期間

1誰もが安心して暮らせる地域づくり
2誰もが地域の中で
 その人らしく暮らせる地域づくり
3みんなの力で支え合う地域づくり

基本目標

「広報もばら」などの朗読CDを
無料配布しています！

★この活動は、みなさまよりご協力をいただいた会費が、主な財源となっています。

みんなで一緒に集まって
仲間づくり！

筋力アップで
転ばない体づくり！

2,073,249
464,425

611,684
176,393

3,325,751

※1 戸別募金内訳（茂原市自治会長連合会） ［単位：円］［単位：円］

茂　原
高　師
東　郷
豊　田
二　宮
五　郷
鶴　枝
本　納
新　治
豊　岡
合　計

1,352,420
627,550
792,320
555,600
265,800
767,450
573,800
231,900
157,500
231,650

5,555,990

492,195
168,804
302,000
204,600
131,100
264,150
211,700
116,300
53,100
129,300

2,073,249

赤い羽根募金地区自治会名 歳末たすけあい募金赤い羽根募金 歳末たすけあい募金
平成29年度募金実績
募金種別
戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金

まごころ募金 
その他募金
合　計

※1

※3

※2

5,555,990
200,505
899,000
306,458
116,486

605,914
7,684,353

【お問い合わせ】 千葉県共同募金会茂原市支会（当協議会内）

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）が実施されました。
市民のみなさまにあたたかいご支援・ご協力をいただき、総額11,010,104円の募金が寄せられました。

■赤い羽根募金は、募金額の約7割が、平成30年度に当協議会に配分され、高齢者の健康と生きがい活動支援、障がいのある方々の社会参加への
支援、児童・青少年の健全育成の支援、ボランティア団体への活動支援、地域福祉活動への助成等、地域の様々な福祉活動に役立てられます。
■歳末たすけあい募金は、昨年末から年始にかけて、市内の生活が困窮している世帯、児童養護施設の児童、ねたきりの高齢者や障がいのある
方々に、年末年始を穏やかに過ごせるようお見舞金をお届けしました。また、民間福祉団体の支援、ひとり暮らしの高齢者の見守りをかねて、
担当民生委員の名前入りカレンダーと簡単に調理できる食品などをお届けしました。

―平成29年度共同募金運動の実績報告―

検 索はねっと
※募金の使いみちについての
　詳細は、赤い羽根データベース
　「はねっと」をご覧ください。

あたたかいご支援 たくさんの  　　　　　　　　　　　 を
ありがとうございました

“おもいやりの気持ち”

※2 茂原市長寿クラブ連合会の会員のみなさまからの募金です。
※3 その他の募金は、募金箱・カード募金・個人・団体からの募金です。

●法人
秋場歯科医院
㈱秋葉商店
㈱アクティブサポート
㈲朝倉板金所
㈱アスカ
㈲アタカ住販
㈲あどぷりんと
いいお動物病院
イカリ消毒茂原㈱
育生医院
池澤建業㈱
石井歯科医院
石川歯科医院
㈲石田水道工事店
㈲一茂
市原薬局
㈲伊藤家具店
伊藤洋品店
今井眼科医院
宍倉病院
介護老人保健施設つくも苑
鈴木神経科病院
大木医院
介護老人保健施設ケアセンターかずさ
君塚病院
菅原病院　
茂原機能クリニック
鵜澤医院
鵜沢外科内科クリニック
エースター㈱茂原営業所
ＮＰＯ法人在宅ヘルパーサービス朋
ＮＰＯ法人たすけあい・なごみ
ＮＰＯ法人カレンズ
ＮＰＯ法人スペースぴあ
ＮＰＯ法人ひびき
㈲エビスヤ
及川歯科医院
大阪屋呉服店
大多喜ガス㈱
大塚内科
㈲オカザキヤ
岡沢百貨店
㈱岡田建設
㈱小沢工務店
㈲折平
㈱上総ボーリング
片岡製綿所
片桐菓子店
㈲割烹かたおか
勝山歯科医院
金坂歯科医院
㈱金坂青果市場
金城組㈱
からだ元気治療院 茂原店
川崎歯科医院

関東天然瓦斯開発㈱
関東ビル管理㈲
鬼島歯科医院
㈱儀八リンクスヘルパーステーション
共和紙業㈱
国藤靴店
グループホームフローラもばら
黒船菓子店
K&Oエナジーグループ㈱
㈲ケイ・エム・コーポレーション
㈱京葉銀行茂原支店
京葉ロジコ㈱
㈲小路印刷所
㈱合同資源千葉事業所
㈲河野写真館
河野小児科・歯科医院
小林モータース㈱
近藤損害保険事務所
コンドル産業㈱
㈱斉藤商会
斉藤肉店
㈲斉藤モータース
三枝医院
㈱三枝組
作永産婦人科
㈱さくら印刷
佐藤江沢耳鼻咽喉科
佐藤商店
サラダ館大芝店
㈱サンアイクスマイル店
志鎌医院
獅子吼園
シスイ自動車
㈲篠崎為治商店
芝工業㈱
島崎歯科医院
清水三郎医院
(福)信和会
㈲ジャパンテクノメタルス
㈲シャローム
宗教法人 實相寺
宗教法人 東泉寺
昭月堂
㈲晶光堂
しょうじゅの里茂原
㈱正林木材
昌和プラスチック工業㈱
㈲白子紙業
白鳥製パン㈱
甚兵衛
神明建設㈱
杉木鉄工㈱
杉田耳鼻咽喉科医院
鈴木医院
㈱鈴木組
鈴木薬局

スタジオストーリア
すだ内科医院
成美学園
セレクト㈲
㈲センチュリーヘルスクラブ
㈱セントラルサーベイ
藻原寺
葬祭式場プレア茂原ホール
太陽機建㈱
妙中鉱業㈱
㈱タカサ茂原支店
高師保育園
高橋芳雄税理士事務所
武田屋旅館
㈱ダスキンプロダクト東関東千葉東工場
玉寿司
田村歯科医院
㈱竹りん
千鳥弁当
千葉銀行茂原支店
千葉興業銀行茂原支店
千葉石油㈱
千葉トヨペット㈱茂原営業所
千葉正己税理士事務所
㈱千葉マツダ茂原店
㈱茶太閤白井
銚子信用金庫茂原支店
長生郡市再生資源協同組合
長生厚生園
長生農業協同組合
㈱長生ビル管理茂原営業所
㈲長生薬局
常泉鉄工㈱
㈲姜本商店
デイサービスボーソーヒルズ
デイサービス長生東
デイサービス清和の里
デイサービスセンターほほえみ
㈱東成社
東洋ケミカルエンジニアリング㈱
東葉工業㈱
㈱東洋ビューティーサプライ
㈱トーカイ茂原営業所
ＴＯＴＯハイリビング㈱
トーヨーカラー㈱茂原工場
特別養護老人ホームあんしん
特別養護老人ホーム光風荘
特別養護老人ホーム実恵園
特別養護老人ホーム長生苑
養護老人ホーム長生共楽園
特別養護老人ホーム長生共楽園
特別養護老人ホーム真名実恵園
土橋薬局
㈱鳥幸商店
中島化学工業㈱
㈱永瀬商店

㈱ナガホリ
中村商店
永吉の眼科
名倉歯科医院
南総通運㈱茂原支店
二幸総本店
日伸建設㈱
日本鉱発㈱
㈱ハイレックス関東
服部農園あじさい屋敷
㈱ハヤシ
㈲原田運送
はるかぜ園
東茂原保育園
㈱日立物流茂原営業所
ひまわり薬局高師店
深谷薬局
冨士機械㈱
㈱藤田製作所
双葉電子工業㈱
プチ・ベルジェ
㈲筆屋ふとん店
㈱房給
房総信用組合
㈱豊文堂
星野薬舗
ホテルニュー福本
前田記念腎研究所茂原クリニック
牧野医院
まごころ食堂
㈱マックス
松本書店
㈲マルサ設備
㈱マルユウデンキ
三浦家製麺
御園建設㈱
三井化学㈱茂原分工場
みづほ
三和電気㈱
㈱ミツワ堂茂原営業所
みどりケ丘薬局
緑川組㈱
㈱ミヤモ設計
ケアセンターみやもと
宮本歯科医院
宮本内科医院
㈲ミルクシステムズサンミルク茂原
ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース
明生堂薬局
メガネ・補聴器のヤスカワ
メンズショップ春日
茂田土木㈱
モデン工業㈱
茂原卸商業団地協同組合
㈱茂原開発
㈱茂原紙業

㈲茂原自動車教習所
茂原商業開発㈱
茂原神経科病院
もばら煎餅
茂原中央病院
㈲茂原ツインサーキット
㈱紋七
㈱矢崎建築設計事務所
矢原耳鼻咽喉科医院
㈲ヤベめがね
山倉歯科医院
山田歯科医院
㈲ヤマダ事務器
大和屋食堂
大和屋旅館
山之内病院
㈲山本薬局
鎗田整形外科医院
横堀造花店㈲
㈱横堀本店
吉田医院
㈱ヨシモク
㈱リリーフ
(福)和光会もばら和光苑
わだ内科クリニック

●団体
茂原市遺族会
茂原市更生保護女性会
茂原市ことばの教室親の会
茂原市子ども会育成連合会
茂原市自治会長連合会
茂原市身体障害者福祉会
茂原市青少年相談員連絡協議会
茂原市長寿クラブ連合会
茂原市保護司会
茂原市民生委員児童委員協議会
茂原市連合婦人会
茂原市民生委員児童委員
茂原市立小中学校教員
茂原市役所係長会
茂原市役所職員
本納地区自治会長連合会
社会を明るくする運動茂原市推進委員会
明るい社会づくり東総推進協議会
原爆被爆者友愛会茂原支部
長生地区保護司会
長生茂原心身障害児者親の会
長生郡市広域市町村圏組合職員
関東天然瓦斯開発労働組合
合同資源労働組合
沢井製薬㈱ 関東工場従業員
ＪＰ労働組合
ジャパンディスプレイ労働組合茂原支部
千葉県教職員組合長生支部
中央労働金庫茂原支部

東京電力労働組合
　千葉総支部木更津支部
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
　千葉南支店茂原支社従業員
㈱アスカ茂原従業員
㈱金坂青果市場従業員
房総信用組合従業員
㈱マックス従業員
㈱コージー本舗 茂原工場従業員
鈴木神経科病院職員
茂原神経科病院職員
実恵園職員
真名実恵園職員
東茂原保育園職員
高師保育園職員
長生郡市精神障害者家族会ひびき会
長生郡市聴覚障害者協会
長生地域生活支援センターブリオ職員
寿卓球クラブ
ボランティア菜の花会
双葉電子工業㈱双葉会

●学校
茂原小学校
東部小学校
西小学校
萩原小学校
五郷小学校
鶴枝小学校
中の島小学校
東郷小学校
豊田小学校
二宮小学校
緑ヶ丘小学校
本納小学校
新治小学校
豊岡小学校
茂原中学校
冨士見中学校
東中学校
南中学校
早野中学校
西陵中学校
本納中学校
長生高等学校
長生高等学校(定時制）
茂原高等学校
茂原樟陽高等学校
茂原北陵高等学校

社会福祉協議会 会費・赤い羽根・歳末たすけあい募金　協力者・団体一覧 （順不同、敬称略）
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❸

寄付金寄付金

物  品物  品
●長生郡市退職公務員連盟 タオル200本

使用済切手収集活動へのご協力使用済切手収集活動へのご協力
●沢井製薬株式会社 ●ASA茂原

受付期間 ： 平成30年1月1日～3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。

●チャリティー交流会 500円 ●㈲グッドケア 20,271円
●生大　一笑の会 3,382円
●もばら福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会 370,000円
●もばら福祉チャリティーボウリング大会実行委員会 52,663円
●茂原園芸クラブ 7,722円 ●川口 保 11,400円
●茂原軽音楽協会 40,000円
●茂原ツインサーキット開場30周年記念 150,000円
●楽窯会 5,000円 ●陶豊会 3,000円 ●紅花会 2,550円
●三井化学労働組合 20,000円 ●茂原市グラウンド・ゴルフ協会 12,490円
●茂原市総合市民センター自主グループ連絡協議会 20,250円
●募金箱協力企業等（㈲ますや、NPO法人カレンズ、NPO法人ウィズ
　ARUKU、大都興業㈱ピラミッド店 他） 28,539円
●匿名 10件 78,535円

♥♥善意ありがとうございました

【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30年5月14日月～6月29日金
●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

　市内13地区にあるボランティア会では、見守りが必要とされているひと
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。
　地区ボランティア会では、季節が感じられる献立作りや児童の絵手紙を
添えるなど、心を込めたお弁当をお届けしています。利用者からは、「お弁
当をとても楽しみにしている」と喜ばれ、ボランティアはその言葉を励み
に“やりがい”を持って活動しています。

　故水野孝嗣氏の想いを継いで遺
言執行者 行政書士の二階堂高史氏
より公用車等の購入を目的とした
寄付金500万円をいただきました。
　当協議会で使用する車両２台と子
どもたちが楽しめる遊具等を購入

させていただきました。大切に活用させていただきます。
　なお、寄付金で購入した車両・備品すべてに、水野さんのお名前を
表示しております。

【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）

見守り型食事サービスを行っています!!見守り型食事サービスを行っています!!見守り型食事サービスを行っています!!ボランティアの手作りによるボランティアの手作りによるボランティアの手作りによる見守り型食事サービスを行っています!!ボランティアの手作りによる

地区ボランティア会では、一緒にお弁当を作ってくれる方を募集しています。配達や
食器洗いだけなど部分的な参加もできます。是非一度見学してみませんか。
当協議会までお気軽にお問い合せください。

募集

寄付金による公用車等の購入寄付金による公用車等の購入

　地区社会福祉協議会では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも
元気に暮らすことを目指して、気軽にできて体力がつく『もばら百歳
体操』を実施するとともに、普及啓発に取り組んでいます。

もばら百歳体操やってみませんか！

　朗読ボランティア『みずすまし会』
では、毎月2回、茂原市が発行してい
る「広報もばら」の内容や地域の話題
などをCDに録音して、視覚障がいの

ある方、視力が低下した高齢者などに無料でご自宅までお届けしてい
ます。また、不定期で「小説」「エッセイ」などの朗読CDも一緒に配布
しています。ご希望の方は当協議会までご連絡ください。
【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） 【お問い合わせ】 地域福祉課

　これからの地域福祉は、住民一人ひとりの努力（自助）、公的な福祉
サービス（公助）の充実を図るとともに、身近な地域社会において、
お互いを気遣い、支え合いながら（共助）、共生する仕組みづくりが
ますます重要となっています。
　そのため当協議会では、地域住民、福祉関係者、茂原市などと連
携・協働し、「地域の助け合いによる福祉（地域福祉）」を計画的に推
進するため、第4次茂原市地域福祉活動計画を策定しました。
　詳細については、当協議会ホームページをご覧ください。
　また、各福祉センターに概要版を置いてありますので、そちらも
ご覧ください。

地域共生社会の実現に向けて
～第4次茂原市地域福祉活動計画～

検 索茂原市社協

地域共生社会の実現に向けて
～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支え合う～

基本理念

平成30年度（2018年度）
　～平成35年度（2023年度）

計画期間

1誰もが安心して暮らせる地域づくり
2誰もが地域の中で
 その人らしく暮らせる地域づくり
3みんなの力で支え合う地域づくり

基本目標

「広報もばら」などの朗読CDを
無料配布しています！

★この活動は、みなさまよりご協力をいただいた会費が、主な財源となっています。

みんなで一緒に集まって
仲間づくり！

筋力アップで
転ばない体づくり！



社福もばら No.120

❹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。

金銭管理等に
関する相談

●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）
 ☎23-4333

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

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）

相談日・相談内容

あゆみの家あゆみの家

【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）

●毎週水曜日 ９：００～１５：００
●総合市民センター 3階 相談室心配ごと相談

●5月23日水、6月27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
●毎週火・木・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

●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

茂原駅

ファミリー
マート

東口

富士見
公園

三井化学
茂原分工場

三井化学体育館三井化学体育館
茂原
神経科病院
茂原
神経科病院

来場者
駐車場

会場茂原市総合
市民センター

会場までの
案　内　図

【お問い合わせ先】 総合市民センター☎24-9511 五郷福祉センター☎25-7880 豊田福祉センター☎26-1105
 二宮福祉センター☎26-3740 東郷福祉センター☎25-5882

場所
日 時
内容

場 　 所
曜 日
時 　 間
教 室 名
対象年齢

五郷福祉センター
5月5日土㊗ 10：00～12：00
模擬店・工作コーナーなど

二宮福祉センター
5月19日土 10：00～12：00
模擬店・工作コーナーなど

東郷福祉センター
5月6日日 10：00～12：00
模擬店・工作コーナーなど

子どもの教室が始まります！！ ～児童センター～
小さい子どもを持つ親子が集まり、親子同士の情報交換、子どもの遊びの場、児童厚生員が育児の悩みを聞いたり、
自由に参加できる教室です。事前申し込みの必要はありません。みなさん遊びにきませんか？

豊田福祉センター 二宮福祉センター
月2回火曜日
13：30～15：00
ぴよぴよ
0～2歳児

五郷福祉センター総合市民センター 総合市民センター
月2回木曜日
10：00～11：30
ありんこルーム
0～4歳児

月2回月曜日
10：00～11：30
すくすくベビー
0～2歳児

第２・４水曜日
10：00～11：30

チビかいじゅうの部屋
0～2歳児

第2火曜日
10：00～11：30
ママとあんよ
0～2歳児

東郷福祉センター
月2回金曜日
10：00～11：30
プーさんベビー
0～2歳児

※各教室については、定員がありますので事前に申し込みください。
　受付が始まっている教室もあるので、日程・内容・受付状況・受付方法などは、各センターにお問い合わせください。

親子で遊ぶ会 小学生対象の教室
2～3歳児の親子が集まり、みんなで遊び
の内容（季節の製作、
運動会など）を
考えて楽しん
でいます。

科学工作遊びやお菓子教室・
クラフト教室
などを行って
います。

※都合により、日程変更有

【お問い合わせ】 地域福祉課 ※詳細については、ホームページをご覧下さい。

福祉こどもまつり!!福祉こどもまつり!!
平成30年５月１3日日
１０時～１４時
［雨天縮小開催］

平成30年５月１3日日
１０時～１４時
［雨天縮小開催］

日時

内容

会場 駐車場茂原市
総合市民センター
茂原市
総合市民センター

三井化学体育館
隣接駐車場
（会場まで送迎有）

三井化学体育館
隣接駐車場
（会場まで送迎有）

●キッズダンス［Dance  Studio  FUN→D←TION］
●みんなでダンス＆ライブ［mini-chu！！！］
●もばら阿波踊り［高師西部連］
●和太鼓演奏［中の島太鼓］
●福祉体験　●福祉バザー　●各種模擬店
●パラスポーツ体験　●福祉車両や福祉用具の展示
※こども向けイベント等、多数用意してます

●キッズダンス［Dance  Studio  FUN→D←TION］
●みんなでダンス＆ライブ［mini-chu！！！］
●もばら阿波踊り［高師西部連］
●和太鼓演奏［中の島太鼓］
●福祉体験　●福祉バザー　●各種模擬店
●パラスポーツ体験　●福祉車両や福祉用具の展示
※こども向けイベント等、多数用意してます

「モバりん」

福祉センター　Information

介護職員募集
1介護支援専門員（1名）
【募集内容】 ケアプランの作成、給付管理業務など。
 ８：３０～１７：１５、週５日勤務（月～金）
【給 与 等】 月給１６７，０００円、処遇改善手当５，０００円、
 通勤手当（０～３，０００円）、賞与年２回
 加入保険（健康・厚生・雇用・労災）
【応募条件】 ＊介護支援専門員の資格をお持ちの方
   （実務経験は無くても構いません）
 ＊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ホームヘルパー（若干名）
【募集内容】 パート職員　６０歳位まで
 茂原市内の高齢者や障がい者の自宅を訪問し、利用者
 の状況に応じた身体介護、生活支援（買い物、調理、清
 掃など）を行う業務
 月曜～日曜日のうち、2日以上できる方
 ８：００～１９：００のうち、３時間程度
 ※曜日･時間については、応相談
【給 与 等】 時給１，０５０円～１，８００円 （シフト制）賞与２回
 その他、移動費や交通手当等
【勤務場所】 利用者宅　※直行直帰
【応募条件】 ①～③のいずれか１つ
 ①介護福祉士　②訪問介護員２級以上
 ③介護職員初任者研修修了者

12共通
【提出書類】 履歴書、職務経歴書、資格証の写し
【選考方法】 １次選考（書類審査）、２次選考（面接審査）　随時受付

【受付・お問い合わせ】 総務課

無料配布（数量限定）※先着順
10：30～●新鮮野菜セット（整理券配布）●花の苗10：30～●新鮮野菜セット（整理券配布）●花の苗

福祉センター
こどもまつり!!
福祉センター
こどもまつり!!

雨天
決行

ベビー教室

バザー物品の寄付を募集しておりますので、
ご協力をお願いいたします。（使用済の物はご遠慮ください。）その他

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。
福祉作業所（就労継続支援B型）

来場者駐車場から
無料送迎バスが

出ます

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

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

【お問い合わせ】 総務課

広報紙「社福もばら」広告募集！広報紙「社福もばら」広告募集！
会社の広告を出して地域福祉に役立ててみませんか？新聞折り込みで
市内各世帯、公共施設などへ配布しております。広告のお申し込み方
法や掲載料金などの詳細は、当協議会までお問い合わせください。

●配布数／約33,000部（１回あたり） ●配布回数／年４回（5・7・10・2月）
●企画／１枠　縦40㎜×横110㎜ ●価格／１回あたり35,000円
※社協法人会員割引や年間契約による割引有

〒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。

2018.5.1 No.120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


