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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

※この枠が実際の広告サイズとなります。

年4回（5・7・10・2月）

横110mm

縦40mm

配布回数

約33,000部（1回あたり）配 布 数

ここに広告を掲載して
みませんか？

【お問い合わせ】 総務課

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。

枠広告のお申し込み方法や広告協賛金などの詳細は、
本会までお問い合わせください。

広報紙「社福もばら」広告募集！

設置メーカー様

設置者様

茂原市社協

❷
自販機
設置契約
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販売
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❶
設置承諾

❹
売り上げの
一部を寄付

地域福祉活動に
使用させて
いただきます

福祉の
まちづくり
自販機

　日常生活での困りごとや心配ごとの相談に相談員が応じます。
　心配ごとをお聞きしながら、必要に応じて関係機関につなぐ
など、解決の方法を一緒に考えます。
　特に「この悩みごとは一体どこに（誰に）相談すればよいのだろ
う…」とお困りの方、「専門的な相談とまではいかないが、ちょっと
話を聞いて欲しい。」など、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談
ください。
例えばこんな相談
・暮らしや住まいに関すること
・家族に関すること
・福祉に関すること

相談は、「予約不要」で「無料」です。
相談内容等の「秘密を厳守」いたします。
　［相談日時］毎週水曜日／9：00～15：00
　［相談場所］総合市民センター　3階 相談室

【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）

【お問い合わせ】 総務課

【お問い合わせ】 総務課

【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

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」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。

　日頃より茂原市社会福祉協議会の活動に
ご理解、ご支援をいただき感謝申し上げます。
　さて、昭和27年に誕生した社会福祉法人　
茂原市社会福祉協議会（茂原市発足と同時）
は、茂原市でだれもが安心して暮らせるまちに
するために、地域福祉の推進を図ることを目的
とした非営利の民間組織です。
　本会では、高齢者や障がいのある方への在

宅福祉サービスや地域での支え合い活動を担っている地区社会福祉協
議会活動の支援、ボランティア活動の支援、低所得者への支援など、さま
ざまな地域福祉活動を展開しております。
　これらの事業は、地域住民や企業のみなさまからの会費や、赤い羽根
共同募金などの寄付により実施しておりますが、昨今の社会環境の変化
等によりこれらの善意のご協力が年々減少する傾向にあります。
　そこで、本会の地域福祉活動にご協力をお願いする機会として、自動
販売機の売り上げの一部を寄付できる「福祉のまちづくり自動販売機」の
設置事業を設置メーカー様と協同で実施しております。
　つきましては、趣旨をおくみ取りいただき、設置についてご協力をいただ
きますようお願い申し上げます。

心配ごと相談災害ボランティア協力者募集

平成30年度配分計画

検 索はねっと

平成29年度 茂原市での募金額 7,684,353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 525千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 220千円
■ボランティア団体の活動支援 490千円
■生活困窮者支援・火災等見舞金 359千円
■地区社協などの地域福祉活動支援 3,500千円

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 5,379,000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　2,305,353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。

募金は集めた
地域で使われます

　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。

被災地・被災者
支援に使われます

　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。

赤い羽根募金３つの特徴赤い羽根募金３つの特徴

第29回 茂原市社会福祉大会

「福祉のまちづくり自動販売機」ご協力のお願い

社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会　会長

コントdeげき隊コントdeげき隊 The Wednesday with mini-chu!!!The Wednesday with mini-chu!!!

　西日本豪雨災害では、多くの災害ボランティアセンターが設置
され、現在も災害ボランティアが被災者の復興支援活動を行って
います。
　本会では、茂原市災害ボランティアセンターを立ち上げた際に、
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
ボランティア活動に興味のある方は当協議会までご連絡ください。

【内　容】 ⑴社会福祉功労者顕彰
 ⑵アトラクション ①NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク
  　消費者被害防止出前劇団 「コントdeげき隊」（演劇）
  ②異業種交流会「水曜会」（懐かしの歌謡ショー）
  　会社経営者バンド「The Wednesday」
  　千葉県外房ガールズユニット「mini-chu!!!」

【会　場】 総合市民センター　4階大ホール
【入場料】 無料【日　時】 平成30年10月27日土 13：30～16：00 【その他】 手話通訳・託児サービス有

〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）〒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

【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
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
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。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。

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
2018.10.1No.122

～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～

❶



夏の体験ボランティア

　8月25日、26日にボランティアのご協力のもと、総合市民センター、本納ほのおか館にて
米寿を迎えられた方153名の記念写真撮影を行い、後日、写真を額に入れお渡ししました。
　撮影ボランティアの方は、「毎年、喜んでもらえて私自身も嬉しく思います。みなさんの
笑顔を糧に、私達ができる限り米寿の写真を撮っていきたい。」と話されていました。
　写真を受け取られた方も「綺麗に撮っていただいたうえに、額装までしてくれて良い記
念になりました。まだまだこれからです。健康に気を付けて頑張ります。」と話されていま
した。
　米寿を迎えられたみなさま、いつまでもお元気でお過ごしください。
［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

　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）

【日時】平成30年11月9日金 13：30～15：30　【場所】東郷福祉センター調理室
【内容】①お弁当作り体験　②見守りボランティアについて　【参加費】無料　【定員】10名程度

❷見守り型食事サービスボランティア体験教室

　茂原市ボランティア連絡協議会では、１１月の期間中、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。お気軽に参加してください。

❶活動見学会
※見学は活動時間内であれば
　自由に見学できます。

みずすまし会みずすまし会
総合市民センター

総合市民センター広報もばら等を音訳し視覚障がい
のある方や高齢者へ届ける

11月1・15日木
第1･3木曜日、随時 10：00～14：00

活動日

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 7日水
第1･3水曜日 13：00～15：00

手話サークル
つつじの会

点字ボランティア
六点会

朗読ボランティア
みずすまし会

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

③シーツ交換
④利用者の名札付け
⑤使用済み切手の整理

茂原ボランティア会

11月 5日月
 8日木

長生共楽園
法目実恵園

10：00～11：30
10：00～11：30

　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431件のボランティア活動が行われました。
　音楽ボランティア「たんぽぽの会」に参加された寺島さんは、「初めてのボランティア活動、ひとり
での活動だったので不安でしたが、みんな明るい方たちでとても素敵な時間を過ごすことができ、
良い経験になりました。」、また毎年参加している岡澤さんは、「お年寄りの方は、人とふれあうこと
で元気になってくれます。また、参加していろいろな歌を教えてもらいたいです。」と話してくれま
した。 音楽ボランティア「たんぽぽの会」音楽ボランティア「たんぽぽの会」

寄付金寄付金

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
●ASA茂原　●株式会社藤田製作所
受付期間 ： 平成30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。

●山葵の会 ２６，２３１円　●木崎東泉寺「青葉まつり」実行委員会 ５０，６４０円
●若菜 健 １１０，０００円　●ＮＰＯふるさと未来ネットワーク ９，０１８円
●大多喜ガス株式会社 ４，５２９円　●民謡舞踊おたのしみ会 10,000円
●金坂医院 150,000円　●匿名3件 1,067円

【受付窓口・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9月18日火～10月31日水
●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・30年
 度産［玄米可］）

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。

秋のボランティアウィーク

米寿記念撮影

フードバンクちば善意ありがとうございました

①入浴後の髪のブロー

②入所者との交流

長生共楽園
光風荘
総合市民センター

真名実恵園
法目実恵園

11月 5日月
11月 6日火
11月 16日金

11月 5日月
 6日火

  9：30～11：00
10：00～11：00
9：00～11：30

10：00～11：30
14：30～16：00

【お問い合わせ】 茂原市長寿クラブ連合会（地域福祉課内） 【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）

楽しい活動がいっぱいです。
一緒に活動しませんか？

　こころのボランティア「ひまわり」は、精神障がいのある方の様々な
お話を聴く「傾聴ボランティア」として活動しています。
　一緒に活動してくれる方を募集しています。ぜひ一度、定例会（第3
金曜日13:00～ 総合市民センター）に参加してみませんか。
　こころのボランティア「ひまわり」　会長　大和久 千佳

　「傾聴ボランティア」とは、相手のお話を「傾聴的に聴く」
ボランティアであり、また相手の方に「傾聴的に関わる」活動
をしているボランティアのことです。

　長寿クラブでは、シニアライフにおける生きがいや健
康づくりのために、グラウンドゴルフ、ペタンク、輪投げ
大会などを開催しています。
　また、地域社会のために、まごころ募金運動や花のあ
るまちづくりなどに取り組むと共に、趣味・文化活動の

発表の場として芸能発表会や作品展などを開催しています。
　市内在住で概ね60歳以上の方はどなたでも加入することができま
す。長年培った知識や経験を生かし、いきいきとしたシニアライフを
一緒に過ごしましょう。 茂原市長寿クラブ連合会  会長  中村 新

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）

東郷福祉センター（☎25-5882）

二宮福祉センター（☎26-3740）

【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」は除く注意事項

あなたも参加しませんか？ ～イベント情報～

★ちびっこ親子のクリスマス会
【日　時】 12月11日火10：00～11：30
【対　象】 市内在住 0～4歳児とその保護者
【定　員】 なし
【参加費】無料
【内　容】 ふれあい遊び、サンタさんからの
 プレゼント、おやつタイムなど
【持ち物】 おやつ、飲み物、レジャーシート、
 300円程度のプレゼント
【受　付】 当日9：30～受付開始
 （事前の受付はありません）

★はぴはぴ☆クリスマス！
【日　時】 12月8日土 10：00～13：00
【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17日土 9：00～

★わいわい☆クリスマスパーティー
【日　時】 12月15日土 10：00～13：00
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 30名　【参加費】600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17日土 9：00～
 （申込みは、本人を含む２名まで）

★みんなでつくる☆あったかクリスマス
【日　時】 12月8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、ゲーム、
 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4日日 9：00～

★わくわくクリスマス会
【日　時】 12月9日日 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、軽食他
【持ち物】 上履き、飲み物、手さげ袋
【受　付】 11月17日土 9：00～
 （申込みは、本人を含む2名まで）

★チャレンジクラブ 陶芸体験
【日　時】 11月11日日 9：30～11：30
【対　象】 市内在住 小学生
【定　員】 10名
【参加費】 1,600円
【内　容】 自分だけのお皿や
 コップを作る
【受　付】 申込受付中

★秋の鎌倉へ
　仲間づくりに出かけよう！
　～郊外研修～
【日　時】 11月８日木
 ８：５０出発
 １６：３０帰着予定
【対　象】 市内在住の６０歳以上の方
【定　員】 ３２人
【費　用】 ３，０００円（昼食代含）
【申　込】 １０月３日水 ９：00～９：30
【注　意】 時間厳守！
 ※定員を超えた場合は受付時間終了後
 　抽選（申込みは、本人を含む２名まで）

【申し込み・お問い合わせ】 地域福祉課

　子どもが好きな方、育児経験がある方、子育て支援のボランティア活動がし
たいとお考えの方など、会員となって地域の子育てに参加してみませんか。
●ファミリー･サポート･センターの活動とは
　子育ての援助をしてほしい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供
会員）が、会員となり、地域で子育てを助け合う有償の相互援助活動です。

●主な活動の内容
　保育施設等の開始前や終了後などの子どもの預かり・送迎など。
●報酬
　基本1時間あたり７００円～

●入会説明会を開催しています
［日時］ 第4回 平成30年11月11日日 10：00
 第5回 平成30年12月 5日水 18：00
 第6回 平成31年 2月 1日金 14：00
 第7回 平成31年 3月 4日月 10：00
［場所］ 総合市民センター
 ※説明会に参加希望の方は、
　 　事前にお申し込みください。

提供会員 募集中!!（もばらファミリー･サポート･センター） よろしく

お願いします

一緒に活動してみませんか
こころのボランティア「ひまわり」

いずれの
料理教室も

１．費用は各１，０００円
２．定員は24人（市内在住）
３．申込みは本人のみ

★化学調味料を使わず美味しく出来る！
　本格中華料理教室
【日　時】 ①１１月１６日金１４：00～１６：00
 ②１２月 ６日木１４：00～１６：00
【講　師】 慶飯　篠原慶行店長
【申　込】 ①１１月 １日木 ９：00～
 ②１１月１９日月 ９：00～

★秋を感じるイタリア料理教室
【日　時】 １０月１６日火 ９：00～１２：00
【講　師】 ペッシェアズーロ～青い魚～
 池田征弘シェフ
【申　込】 １０月１日月 ９：00～
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夏の体験ボランティア

　8月25日、26日にボランティアのご協力のもと、総合市民センター、本納ほのおか館にて
米寿を迎えられた方153名の記念写真撮影を行い、後日、写真を額に入れお渡ししました。
　撮影ボランティアの方は、「毎年、喜んでもらえて私自身も嬉しく思います。みなさんの
笑顔を糧に、私達ができる限り米寿の写真を撮っていきたい。」と話されていました。
　写真を受け取られた方も「綺麗に撮っていただいたうえに、額装までしてくれて良い記
念になりました。まだまだこれからです。健康に気を付けて頑張ります。」と話されていま
した。
　米寿を迎えられたみなさま、いつまでもお元気でお過ごしください。
［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

　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）

【日時】平成30年11月9日金 13：30～15：30　【場所】東郷福祉センター調理室
【内容】①お弁当作り体験　②見守りボランティアについて　【参加費】無料　【定員】10名程度

❷見守り型食事サービスボランティア体験教室

　茂原市ボランティア連絡協議会では、１１月の期間中、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。お気軽に参加してください。

❶活動見学会
※見学は活動時間内であれば
　自由に見学できます。

みずすまし会みずすまし会
総合市民センター

総合市民センター広報もばら等を音訳し視覚障がい
のある方や高齢者へ届ける

11月1・15日木
第1･3木曜日、随時 10：00～14：00

活動日

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 7日水
第1･3水曜日 13：00～15：00

手話サークル
つつじの会

点字ボランティア
六点会

朗読ボランティア
みずすまし会

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

③シーツ交換
④利用者の名札付け
⑤使用済み切手の整理

茂原ボランティア会

11月 5日月
 8日木

長生共楽園
法目実恵園

10：00～11：30
10：00～11：30

　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431件のボランティア活動が行われました。
　音楽ボランティア「たんぽぽの会」に参加された寺島さんは、「初めてのボランティア活動、ひとり
での活動だったので不安でしたが、みんな明るい方たちでとても素敵な時間を過ごすことができ、
良い経験になりました。」、また毎年参加している岡澤さんは、「お年寄りの方は、人とふれあうこと
で元気になってくれます。また、参加していろいろな歌を教えてもらいたいです。」と話してくれま
した。 音楽ボランティア「たんぽぽの会」音楽ボランティア「たんぽぽの会」

寄付金寄付金

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
●ASA茂原　●株式会社藤田製作所
受付期間 ： 平成30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。

●山葵の会 ２６，２３１円　●木崎東泉寺「青葉まつり」実行委員会 ５０，６４０円
●若菜 健 １１０，０００円　●ＮＰＯふるさと未来ネットワーク ９，０１８円
●大多喜ガス株式会社 ４，５２９円　●民謡舞踊おたのしみ会 10,000円
●金坂医院 150,000円　●匿名3件 1,067円

【受付窓口・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9月18日火～10月31日水
●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・30年
 度産［玄米可］）

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。

秋のボランティアウィーク

米寿記念撮影

フードバンクちば善意ありがとうございました

①入浴後の髪のブロー

②入所者との交流

長生共楽園
光風荘
総合市民センター

真名実恵園
法目実恵園

11月 5日月
11月 6日火
11月 16日金

11月 5日月
 6日火

  9：30～11：00
10：00～11：00
9：00～11：30

10：00～11：30
14：30～16：00
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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。

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

※この枠が実際の広告サイズとなります。

年4回（5・7・10・2月）

横110mm

縦40mm

配布回数

約33,000部（1回あたり）配 布 数

ここに広告を掲載して
みませんか？

【お問い合わせ】 総務課

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。

枠広告のお申し込み方法や広告協賛金などの詳細は、
本会までお問い合わせください。

広報紙「社福もばら」広告募集！

設置メーカー様

設置者様

茂原市社協

❷
自販機
設置契約

❸
販売
手数料

❶
設置承諾

❹
売り上げの
一部を寄付

地域福祉活動に
使用させて
いただきます

福祉の
まちづくり
自販機

　日常生活での困りごとや心配ごとの相談に相談員が応じます。
　心配ごとをお聞きしながら、必要に応じて関係機関につなぐ
など、解決の方法を一緒に考えます。
　特に「この悩みごとは一体どこに（誰に）相談すればよいのだろ
う…」とお困りの方、「専門的な相談とまではいかないが、ちょっと
話を聞いて欲しい。」など、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談
ください。
例えばこんな相談
・暮らしや住まいに関すること
・家族に関すること
・福祉に関すること

相談は、「予約不要」で「無料」です。
相談内容等の「秘密を厳守」いたします。
　［相談日時］毎週水曜日／9：00～15：00
　［相談場所］総合市民センター　3階 相談室

【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）

【お問い合わせ】 総務課

【お問い合わせ】 総務課

【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

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」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。

　日頃より茂原市社会福祉協議会の活動に
ご理解、ご支援をいただき感謝申し上げます。
　さて、昭和27年に誕生した社会福祉法人　
茂原市社会福祉協議会（茂原市発足と同時）
は、茂原市でだれもが安心して暮らせるまちに
するために、地域福祉の推進を図ることを目的
とした非営利の民間組織です。
　本会では、高齢者や障がいのある方への在

宅福祉サービスや地域での支え合い活動を担っている地区社会福祉協
議会活動の支援、ボランティア活動の支援、低所得者への支援など、さま
ざまな地域福祉活動を展開しております。
　これらの事業は、地域住民や企業のみなさまからの会費や、赤い羽根
共同募金などの寄付により実施しておりますが、昨今の社会環境の変化
等によりこれらの善意のご協力が年々減少する傾向にあります。
　そこで、本会の地域福祉活動にご協力をお願いする機会として、自動
販売機の売り上げの一部を寄付できる「福祉のまちづくり自動販売機」の
設置事業を設置メーカー様と協同で実施しております。
　つきましては、趣旨をおくみ取りいただき、設置についてご協力をいただ
きますようお願い申し上げます。

心配ごと相談災害ボランティア協力者募集

平成30年度配分計画

検 索はねっと

平成29年度 茂原市での募金額 7,684,353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 525千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 220千円
■ボランティア団体の活動支援 490千円
■生活困窮者支援・火災等見舞金 359千円
■地区社協などの地域福祉活動支援 3,500千円

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 5,379,000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　2,305,353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。

募金は集めた
地域で使われます

　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。

被災地・被災者
支援に使われます

　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。

赤い羽根募金３つの特徴赤い羽根募金３つの特徴

第29回 茂原市社会福祉大会

「福祉のまちづくり自動販売機」ご協力のお願い

社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会　会長

コントdeげき隊コントdeげき隊 The Wednesday with mini-chu!!!The Wednesday with mini-chu!!!

　西日本豪雨災害では、多くの災害ボランティアセンターが設置
され、現在も災害ボランティアが被災者の復興支援活動を行って
います。
　本会では、茂原市災害ボランティアセンターを立ち上げた際に、
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
ボランティア活動に興味のある方は当協議会までご連絡ください。

【内　容】 ⑴社会福祉功労者顕彰
 ⑵アトラクション ①NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク
  　消費者被害防止出前劇団 「コントdeげき隊」（演劇）
  ②異業種交流会「水曜会」（懐かしの歌謡ショー）
  　会社経営者バンド「The Wednesday」
  　千葉県外房ガールズユニット「mini-chu!!!」

【会　場】 総合市民センター　4階大ホール
【入場料】 無料【日　時】 平成30年10月27日土 13：30～16：00 【その他】 手話通訳・託児サービス有

〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）〒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

【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
社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会
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～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～
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