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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

介護支援センター
せせらぎ

ヘルパーステーション
せせらぎ

デイサービスセンター
せせらぎ

小規模多機能居宅介護
ちくりんの里

住宅型有料老人ホーム
東郷せせらぎ

グループホーム
せせらぎ

サービス付高齢者向住宅
下永吉せせらぎ

株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056

楽器あそび水あそびスタンプあそび

　２～４歳の未就園児とその保護者が対象で、会員のみなさんと児童厚生員で季節の行事を
考えて毎回楽しい活動をしています。４月中旬から新規会員を募集します。４月上旬に「ぷ
ち体験教室」も開催予定ですので是非ご参加ください。見学希望の方は、随時受け付けて
いますのでお気軽にお声をおかけください。

クリスマス会自由あそび

　０～２歳児、０～４歳児の教室を総合市民センターと各福祉センター（二宮、豊田、五郷、東郷）
で開催しています。親子同士の情報交換、児童厚生員による手遊びや歌、読み聞かせなど
を行っています。事前のお申し込みはありませんので、ぜひお気軽に遊びに来てください。

【受付窓口・お問い合わせ】 総務課

【お問い合わせ】 二宮福祉センター ☎26-3740　豊田福祉センター ☎26-1105
　　　　　　　 五郷福祉センター ☎25-7880　豊岡福祉センター ☎34-8321
　　　　　　　 東郷福祉センター ☎25-5882

●募集期間／1月20日月～2月28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
詰などで、お米は平成30・令和元年度産［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。

フードバンクちば
各福祉センター（総合市民センター除く）に
は図書室があり、本の貸出・リクエスト受付
など行っております。返却はどこの図書室（図
書館など）でも返すことができ大変便利です。
ご活用ください。

本の貸出・リクエスト受付ができます

●五郷福祉センター
●4月7日火
●10：00～11：00（受付9：50～）

●東郷福祉センター
●4月8日水
●10：00～11：00（受付9：50～）

ぷち体験教室
親子で遊ぶ会

【お問い合わせ】 総務課

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

第３０回茂原市社会福祉大会

福祉センターこどもの教室開催中みんなで
  集まろう♪

親子で遊ぶ会

ベビー教室

2月29日土 13：00～16：002月29日土 13：00～16：00日　時

（１）社会福祉功労者顕彰
（２）福祉活動発表　茂原市災害ボランティアセンターを終えて
　　　　　　　　　 ・千葉県災害対策コーディネーター茂原
　　　　　　　　　 ・日本赤十字社　 千葉県防災ボランティア茂原市地区協議会
（３）ものまねショー　懐かしいアノ曲、話題のアノ人をコミカルに再現！
　　　　　　　　　  あなたに笑い　お届けします・・・
　　　　　　　　　 ・ミックル藤井（旧芸名 藤井マサヒロ）

（１）社会福祉功労者顕彰
（２）福祉活動発表　茂原市災害ボランティアセンターを終えて
　　　　　　　　　 ・千葉県災害対策コーディネーター茂原
　　　　　　　　　 ・日本赤十字社　 千葉県防災ボランティア茂原市地区協議会
（３）ものまねショー　懐かしいアノ曲、話題のアノ人をコミカルに再現！
　　　　　　　　　  あなたに笑い　お届けします・・・
　　　　　　　　　 ・ミックル藤井（旧芸名 藤井マサヒロ）

内　容
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階大ホール会　場

無料無料入場料 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

相談日・相談内容
心配ごと相談

【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

金銭管理等に関する相談

健康相談

【お問い合わせ】 総合市民センター☎24-9511【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

社協情報コーナー

【お問い合わせ】 あゆみの家　☎２４-９１３５

●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）

●毎週水曜日 ９：００～１５：００　●総合市民センター 3階 相談室

●2月26日水、3月25日水、4月22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
●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）

●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

あゆみの家

●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） 福祉作業所（就労継続支援B型）
　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。障害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20日木～23日日 【4日間】 10:00～20:00
 （最終日は１９:００販売終了となります。）
【場所】 茂原ショッピングプラザアスモ　センターコート

第28回「僕らはみんな生き活き展」の
お知らせ

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。

職 員 募 集

【お問い合わせ･お申し込み】 在宅サービスセンター

【募集内容】
ホームヘルパー　若干名（パート）
利用者宅を訪問（直行直帰）し、生活状況に応じた身体介護、生活支援
（買い物、調理、清掃など）を行い、在宅生活をサポートする業務。週２日
以上できる方（月～日曜日のうち、１日３時間程度
のシフト制）、時給制（生活援助１，１００円、身体介
護１，５００円　時間帯及び休日加算あり）、諸手当
（交通費、移動費、処遇改善手当【年２回】など）

【雇用期間】 採用した日～令和３年３月３１日（年度ごとの更新制）
【応募要件】 普通自動車免許（ＡＴ限定含む）
【資格要件】 ７０歳未満の方で、いずれかの資格をお持ちの方
　　　　　・介護福祉士
　　　　　・介護職員実務者研修（旧ヘルパー１級・基礎研修）
　　　　　・介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）
【提出書類】 履歴書、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）

〒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
2020.2.1No.127

～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～

茂原市社会福祉協議会では、情報発信ツールとして「フェイスブック（Facebook）」及び「ツイッター（Twitter）」を
活用しています。本会の情報をいち早く入手するツールとしてご利用ください。

❶



寄付金寄付金

物品物品 使用済み切手使用済み切手
●ＡＳＡ茂原

受付期間　令和元年９月１日～１１月３０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。 【受付窓口・お問い合わせ】 総務課

　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）及び本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。
対象になる遺児がおられる世帯は、２月６日（木）までに、本
会へお問い合わせください。

●㈱小沢工務店 ２０，０００円　●永島 昭治 ５，０００円　●水野 隆 ５，０００円
●ふくぞうポロシャツ購入者一同 ３３，０００円　●介護タクシー 山桜 ３，０００円
●公益社団法人 茂原法人会 １００，０００円　●もばら福祉チャリティゴルフ大会実行委員会 ２８０，０００円
●百歳体操 ひまわり会 ５，０００円　●音楽ボランティア「たんぽぽの会」 ３０，０００円
●コーロ・カンターレ ２０，０００円　●愛唱歌の会「うたのわ」 １０，０００円
●愛唱歌の会「うたのつばさ」 １０，０００円　●つるえコーラス １０，０００円
●音楽文化塾「赤い鳥」 １０，０００円　●茂原市華道協会 ３０，０００円
●西部地区社会福祉協議会 ２５，９２０円　●総合市民センター郊外研修 １，３４５円
●優游会＆水曜会＆ＧＵＥＳＴチャリティ異業種交流会 １００，０００円
●茂原市文化祭俳句大会 ２２，５００円　●匿名 ５件　２８，１２８円

善意ありがとうございました

　市内の店舗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多くの方々のご協力により、赤
い羽根（１０月実施）２１９，４７４円、歳末たすけあい募金（１２
月実施）４８７，２３２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。

　１２月５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。

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／㈱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
／ローソン茂原高師店／旬の里ねぎぼうず／茂原市役所

㈱アップル茂原店／まごころ食堂／㈲一本やり／江戸前／三軒屋
茂原店／旬の里ねぎぼうず／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／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／生涯大学校外房学園／長生病
院売店／市内公共施設

　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、
さまざまな募金活動を行っていますので、その一部をご紹介します。

－共同募金運動にご協力いただきありがとうございます。－

街頭募金　総額 ７０６，７０６円

まごころ募金　総額 ６１１，７２９円
　市内の店舗・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。

・赤い羽根共同募金
 よせられた募金の約７割が、茂原市の福祉活動を支援するために、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。
・歳末たすけあい募金
 全額が、茂原市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。

赤い羽根募金箱
80,515円

【協力団体】 順不同・敬称略

【活動場所】 順不同・敬称略

【募金箱設置協力店】 順不同・敬称略

聖マリア幼稚園のみなさん聖マリア幼稚園のみなさん

【お問い合わせ】 千葉県共同募金会茂原市支会（総務課内）

■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。

●丸 雅幸 もち米 ６０㎏　●緑川 裕子 郵便はがき１６枚
●大多喜ガス㈱ 非常食１日セット１８２個、他
●匿名 ２件 水（５００ｍｌ）１４４本、他

【お問い合わせ】 地域福祉課

交通事故による遺児の方へ
～ お見舞金をお届けいたします ～

①令和２年４月に小学校・中学校へ入学する遺児へ
　勉学奨励金
②令和２年３月に中学校・高校を卒業する遺児へ
　激励金
③平成３１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

　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なども配布しました。

歳末慰問品の配布

茂原市長寿クラブ連合会のみなさん茂原市長寿クラブ連合会のみなさん

すずらんの会のみなさんすずらんの会のみなさん

すずらんの会の活動に必要な毛糸が不足しておりますので、ご家庭で余っている
毛糸がございましたら、ご協力をお願いします。

　この度、長年の功労と輝かしい功績をたたえられ、令和元年12月17
日に緑綬褒章を受章されました。昭和54年に茂原市社会福祉協議会の
高齢者の友愛訪問の一環として始まり、現在は70歳以上の虚弱なひと
り暮らし高齢者などを対象に、月3回手作りのお弁当をお届けしながら、
見守りを兼ねた安否確認をしています。この活動は13地区で、約190人
のボランティアの方が活動しています。利用されている方からは、大変
喜ばれており、ボランティアの方もこの活動により地域の方々との交流
を持つことがで
き、楽しく活動し
ています。
　活動に興味の
ある方は、見学
もできますの
で、本会までご
相談ください。

　１０月２５日の豪雨により被害にあわれたみなさまに心よりお見舞い
申し上げます。
　今回の集中豪雨により茂原市は甚大な被害に見舞われ、１０月２７日
に茂原市災害対策本部の要請を受け、茂原市災害ボランティアセン
ター（以下センター）を開設しました。被災した方からのニーズ（お手
伝いしてほしいこと）を聞き取り、ボランティアの募集と派遣を行い、
生活再建のお手伝いをしました。全国から延べ１９１９名のボランティ
アの方々に駆け付けていただき、濡れた畳や家財道具の搬出、室内清
掃、土砂の運びだしなどの活動
を行いました。
　１１月１１日にセンターを閉所
しましたが、その後も支援活動
を継続し、３１４件（１２月２０日時
点）のニーズに対応することが
できました。運営スタッフや支援
活動にご協力くださったみなさ
まに心よりお礼を申し上げます。

～みんなで参加してみよう～　Information

　情報の８割は目から得ると言われます。読書に限らず身近な情報を得
ることは、日常に欠かせないことです。見えない、見えにくいという不
便を抱える方たちのために、情報の伝え方を一緒に学び、お困りの方へ
のサポート活動に参加しませんか。

　9月26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。今
年は158名の方に参加していただき、大会を通じ
て集まったチャリティー募金28万円は、高齢者や
障がいのある方の見守り活動に活用するため、本
会にご寄付いただきました。
　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。

音訳ボランティア入門講座 ～音訳ってなんだろう？～
視覚障がい者のために、書いてあることを声に出して読むことです。

【日　時】 3月7日（土）13：30～16：00
【場　所】 茂原市立図書館（サンヴェル6階）
【内　容】 ①リスナーからの声（講師 ： 視覚障がい者団体　宇宙の会）
 ②音訳とは？（講師 ： 日盲社協音訳指導員　松本道子）
 ③みずすまし会の活動と音訳録音体験
【定　員】 30名（先着順）
【参加費】 無料

【お問い合わせ】 総合市民センター ☎24-9511

【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）

そ　 ら

【お問い合わせ】 豊田福祉センター ☎26-1105

【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）

豊田作品展まつり

第1２回もばら福祉チャリティーゴルフ大会
【協賛企業】（順不同・敬称略）
居酒屋だいじゅ／市原薬局／㈲糸久建設／運転代行月光／㈲今井設備工業
／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／㈱伊藤園／くるまやラーメングループ／コカ・コーラボトラー
ズジャパン㈱茂原支店／ジャストサポートホーム㈱コインランドリーデポ上
茂原店／娯天山ゴルフ練習場／㈱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／
㈱よこぼり本店／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／南茂原カントリークラブ／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／㈱リリーフ

【日　時】 2月22日（土）～24日（月）
 9：00～17：00（最終日は15：00まで）
【場　所】 豊田福祉センター
【内　容】 自主グループ及び各種サークル、
 豊田保育所、新茂原幼稚園、豊田小学校の作品展示
 マフィンや豚汁、甘酒の販売、折り紙教室など

　手動カラオケでのんびり楽しく歌い集う場所
です。 費用は無料、出入り自由です。 看護師によ
る血圧測定や 100 歳体操もやります。
【日　時】 毎月第1、第3木曜日　12：00～16：00
【場　所】 総合市民センター  １階集会室
【対　象】 市内在住60歳以上の方

いこいの広場 ～のんびりカラオケ＆100歳体操～

【日　時】 2月15日（土）・16日（日） 9：00～16：00
【内　容】 作品展示　盆栽、写真展、陶芸、折り紙、版画など
 ☆スタンプラリー☆　粗品進呈
 手作り弁当販売（太巻き、お赤飯など） ※昼のみ
【15日のみ】 フォークダンスの集い　　9：30～11：30
  社交ダンスパーティー　12：00～15：30
 （参加費 300円　トライアル 200円／組）
  子ども将棋体験　13：00～16：30（小学生以下対象、要事前申込）
【16日のみ】 芸能発表会　9：30～12：30（ハーモニカ、合唱、太極拳、尺八など）
  楽しく！ 詩吟体験教室　10：00～10：30

総合市民センターふれあいまつり

親子でカンタン♪お菓子作り教室
【日　時】 3月29日（日）10：00～13：00
【場　所】 総合市民センター
【内　容】 プリン、焼き菓子
【対　象】 市内在住5～8歳児とその保護者
【定　員】 10組（申込順）

【費　用】 1,500円／組（保険料含む）
【申　込】 2月22日（土）9：00～
 本人のみ

おめでとうございます「秋の緑綬褒章」
（茂原市食事サービスボランティアグループ）

茂原市災害ボランティアセンターの設置
～日本全国から駆け付けてくれたボランティア～
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　この度、長年の功労と輝かしい功績をたたえられ、令和元年12月17
日に緑綬褒章を受章されました。昭和54年に茂原市社会福祉協議会の
高齢者の友愛訪問の一環として始まり、現在は70歳以上の虚弱なひと
り暮らし高齢者などを対象に、月3回手作りのお弁当をお届けしながら、
見守りを兼ねた安否確認をしています。この活動は13地区で、約190人
のボランティアの方が活動しています。利用されている方からは、大変
喜ばれており、ボランティアの方もこの活動により地域の方々との交流
を持つことがで
き、楽しく活動し
ています。
　活動に興味の
ある方は、見学
もできますの
で、本会までご
相談ください。

　１０月２５日の豪雨により被害にあわれたみなさまに心よりお見舞い
申し上げます。
　今回の集中豪雨により茂原市は甚大な被害に見舞われ、１０月２７日
に茂原市災害対策本部の要請を受け、茂原市災害ボランティアセン
ター（以下センター）を開設しました。被災した方からのニーズ（お手
伝いしてほしいこと）を聞き取り、ボランティアの募集と派遣を行い、
生活再建のお手伝いをしました。全国から延べ１９１９名のボランティ
アの方々に駆け付けていただき、濡れた畳や家財道具の搬出、室内清
掃、土砂の運びだしなどの活動
を行いました。
　１１月１１日にセンターを閉所
しましたが、その後も支援活動
を継続し、３１４件（１２月２０日時
点）のニーズに対応することが
できました。運営スタッフや支援
活動にご協力くださったみなさ
まに心よりお礼を申し上げます。

～みんなで参加してみよう～　Information

　情報の８割は目から得ると言われます。読書に限らず身近な情報を得
ることは、日常に欠かせないことです。見えない、見えにくいという不
便を抱える方たちのために、情報の伝え方を一緒に学び、お困りの方へ
のサポート活動に参加しませんか。

　9月26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。今
年は158名の方に参加していただき、大会を通じ
て集まったチャリティー募金28万円は、高齢者や
障がいのある方の見守り活動に活用するため、本
会にご寄付いただきました。
　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。

音訳ボランティア入門講座 ～音訳ってなんだろう？～
視覚障がい者のために、書いてあることを声に出して読むことです。

【日　時】 3月7日（土）13：30～16：00
【場　所】 茂原市立図書館（サンヴェル6階）
【内　容】 ①リスナーからの声（講師 ： 視覚障がい者団体　宇宙の会）
 ②音訳とは？（講師 ： 日盲社協音訳指導員　松本道子）
 ③みずすまし会の活動と音訳録音体験
【定　員】 30名（先着順）
【参加費】 無料

【お問い合わせ】 総合市民センター ☎24-9511

【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）

そ　 ら

【お問い合わせ】 豊田福祉センター ☎26-1105

【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）

豊田作品展まつり

第1２回もばら福祉チャリティーゴルフ大会
【協賛企業】（順不同・敬称略）
居酒屋だいじゅ／市原薬局／㈲糸久建設／運転代行月光／㈲今井設備工業
／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／㈱伊藤園／くるまやラーメングループ／コカ・コーラボトラー
ズジャパン㈱茂原支店／ジャストサポートホーム㈱コインランドリーデポ上
茂原店／娯天山ゴルフ練習場／㈱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／
㈱よこぼり本店／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／南茂原カントリークラブ／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／㈱リリーフ

【日　時】 2月22日（土）～24日（月）
 9：00～17：00（最終日は15：00まで）
【場　所】 豊田福祉センター
【内　容】 自主グループ及び各種サークル、
 豊田保育所、新茂原幼稚園、豊田小学校の作品展示
 マフィンや豚汁、甘酒の販売、折り紙教室など

　手動カラオケでのんびり楽しく歌い集う場所
です。 費用は無料、出入り自由です。 看護師によ
る血圧測定や 100 歳体操もやります。
【日　時】 毎月第1、第3木曜日　12：00～16：00
【場　所】 総合市民センター  １階集会室
【対　象】 市内在住60歳以上の方

いこいの広場 ～のんびりカラオケ＆100歳体操～

【日　時】 2月15日（土）・16日（日） 9：00～16：00
【内　容】 作品展示　盆栽、写真展、陶芸、折り紙、版画など
 ☆スタンプラリー☆　粗品進呈
 手作り弁当販売（太巻き、お赤飯など） ※昼のみ
【15日のみ】 フォークダンスの集い　　9：30～11：30
  社交ダンスパーティー　12：00～15：30
 （参加費 300円　トライアル 200円／組）
  子ども将棋体験　13：00～16：30（小学生以下対象、要事前申込）
【16日のみ】 芸能発表会　9：30～12：30（ハーモニカ、合唱、太極拳、尺八など）
  楽しく！ 詩吟体験教室　10：00～10：30

総合市民センターふれあいまつり

親子でカンタン♪お菓子作り教室
【日　時】 3月29日（日）10：00～13：00
【場　所】 総合市民センター
【内　容】 プリン、焼き菓子
【対　象】 市内在住5～8歳児とその保護者
【定　員】 10組（申込順）

【費　用】 1,500円／組（保険料含む）
【申　込】 2月22日（土）9：00～
 本人のみ

おめでとうございます「秋の緑綬褒章」
（茂原市食事サービスボランティアグループ）

茂原市災害ボランティアセンターの設置
～日本全国から駆け付けてくれたボランティア～
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この広報紙は、みなさま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

介護支援センター
せせらぎ

ヘルパーステーション
せせらぎ

デイサービスセンター
せせらぎ

小規模多機能居宅介護
ちくりんの里

住宅型有料老人ホーム
東郷せせらぎ

グループホーム
せせらぎ

サービス付高齢者向住宅
下永吉せせらぎ

株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056

楽器あそび水あそびスタンプあそび

　２～４歳の未就園児とその保護者が対象で、会員のみなさんと児童厚生員で季節の行事を
考えて毎回楽しい活動をしています。４月中旬から新規会員を募集します。４月上旬に「ぷ
ち体験教室」も開催予定ですので是非ご参加ください。見学希望の方は、随時受け付けて
いますのでお気軽にお声をおかけください。

クリスマス会自由あそび

　０～２歳児、０～４歳児の教室を総合市民センターと各福祉センター（二宮、豊田、五郷、東郷）
で開催しています。親子同士の情報交換、児童厚生員による手遊びや歌、読み聞かせなど
を行っています。事前のお申し込みはありませんので、ぜひお気軽に遊びに来てください。

【受付窓口・お問い合わせ】 総務課

【お問い合わせ】 二宮福祉センター ☎26-3740　豊田福祉センター ☎26-1105
　　　　　　　 五郷福祉センター ☎25-7880　豊岡福祉センター ☎34-8321
　　　　　　　 東郷福祉センター ☎25-5882

●募集期間／1月20日月～2月28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
詰などで、お米は平成30・令和元年度産［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。

フードバンクちば
各福祉センター（総合市民センター除く）に
は図書室があり、本の貸出・リクエスト受付
など行っております。返却はどこの図書室（図
書館など）でも返すことができ大変便利です。
ご活用ください。

本の貸出・リクエスト受付ができます

●五郷福祉センター
●4月7日火
●10：00～11：00（受付9：50～）

●東郷福祉センター
●4月8日水
●10：00～11：00（受付9：50～）

ぷち体験教室
親子で遊ぶ会

【お問い合わせ】 総務課

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

第３０回茂原市社会福祉大会

福祉センターこどもの教室開催中みんなで
  集まろう♪

親子で遊ぶ会

ベビー教室

2月29日土 13：00～16：002月29日土 13：00～16：00日　時

（１）社会福祉功労者顕彰
（２）福祉活動発表　茂原市災害ボランティアセンターを終えて
　　　　　　　　　 ・千葉県災害対策コーディネーター茂原
　　　　　　　　　 ・日本赤十字社　 千葉県防災ボランティア茂原市地区協議会
（３）ものまねショー　懐かしいアノ曲、話題のアノ人をコミカルに再現！
　　　　　　　　　  あなたに笑い　お届けします・・・
　　　　　　　　　 ・ミックル藤井（旧芸名 藤井マサヒロ）

（１）社会福祉功労者顕彰
（２）福祉活動発表　茂原市災害ボランティアセンターを終えて
　　　　　　　　　 ・千葉県災害対策コーディネーター茂原
　　　　　　　　　 ・日本赤十字社　 千葉県防災ボランティア茂原市地区協議会
（３）ものまねショー　懐かしいアノ曲、話題のアノ人をコミカルに再現！
　　　　　　　　　  あなたに笑い　お届けします・・・
　　　　　　　　　 ・ミックル藤井（旧芸名 藤井マサヒロ）

内　容
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階大ホール会　場

無料無料入場料 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

相談日・相談内容
心配ごと相談

【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

金銭管理等に関する相談

健康相談

【お問い合わせ】 総合市民センター☎24-9511【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

社協情報コーナー

【お問い合わせ】 あゆみの家　☎２４-９１３５

●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）

●毎週水曜日 ９：００～１５：００　●総合市民センター 3階 相談室

●2月26日水、3月25日水、4月22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
●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）

●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

あゆみの家

●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） 福祉作業所（就労継続支援B型）
　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。障害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20日木～23日日 【4日間】 10:00～20:00
 （最終日は１９:００販売終了となります。）
【場所】 茂原ショッピングプラザアスモ　センターコート

第28回「僕らはみんな生き活き展」の
お知らせ

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。

職 員 募 集

【お問い合わせ･お申し込み】 在宅サービスセンター

【募集内容】
ホームヘルパー　若干名（パート）
利用者宅を訪問（直行直帰）し、生活状況に応じた身体介護、生活支援
（買い物、調理、清掃など）を行い、在宅生活をサポートする業務。週２日
以上できる方（月～日曜日のうち、１日３時間程度
のシフト制）、時給制（生活援助１，１００円、身体介
護１，５００円　時間帯及び休日加算あり）、諸手当
（交通費、移動費、処遇改善手当【年２回】など）

【雇用期間】 採用した日～令和３年３月３１日（年度ごとの更新制）
【応募要件】 普通自動車免許（ＡＴ限定含む）
【資格要件】 ７０歳未満の方で、いずれかの資格をお持ちの方
　　　　　・介護福祉士
　　　　　・介護職員実務者研修（旧ヘルパー１級・基礎研修）
　　　　　・介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）
【提出書類】 履歴書、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）

〒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
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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～

茂原市社会福祉協議会では、情報発信ツールとして「フェイスブック（Facebook）」及び「ツイッター（Twitter）」を
活用しています。本会の情報をいち早く入手するツールとしてご利用ください。
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