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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

検索

※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

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。

住みよい福祉のまちづくりのために

〜地区社会福祉協議会〜

（地区社協）は、住民にとって最も身近な福祉の団体として、地域住民が主体と
『地区社協』
とは？ 地区社会福祉協議会
なり組織されている任意の団体です。地区の福祉課題を捉え、その地域の課題にあった福祉活動を
展開しています。
『福祉のまちづくりの推進役』
として、茂原市社会福祉協議会（茂原市社協）と協働で地域福祉を推進しています。
また、昨年８月には、長寿クラブ連合会、自治会長連合会、民生委員児童委員協議会とともに福祉関係団体情報交換会を開催し、地域の福祉
課題の共有と連携の強化を図りました。

財源

地区社協の活動費は、みなさまからの茂原市社協へ
の会費や寄付、共同募金からの助成金などが財源と
なっています。住民のみなさまが社協会員になってい
ただくことで、地区社協の活動が支えられています。

委員

自治会、民生・児童委員、ボラン
ティア、PTA、小中学校、福祉施設
などから選出された委員が、地区
社協の活動を支えています。

協力員募集！

地区社協では一緒に活動してくれる方を
募集しています。地区社協活動にご興味
のある方は本会までご連絡ください。

【お問い合わせ】地域福祉課

あなたの笑顔がわたしの安心

〜たすけあいサービス〜

「たすけあいサービス」は、地区社会福祉協議会が実施主体
となり、高齢者や障がいがある方の日常生活の簡単な困りごと
（庭の草取りや電球の交換、ゴミ捨てなど）を、同じ地域の住民

【たすけあいサービスのイメージ】
ちょっと
手伝ってもらえると
助かるんだけど…

利用料

が有料でお手伝いをする会員制のサービスです。
北部地区（萩原小学校区）
・中の島地区（中の島小学校区）
・中央地区
（茂原小学校区）
・豊田地区（豊田小学校区）、緑町（緑町ほほえみの会が
実施）で実施していましたが、令和元年度は新たに東部地区（東部小学校
区）
・鶴枝地区（鶴枝小学校区）で実施を開始しました。令和元年度は実施
地区全体で84件の依頼がありました。
今後も、実施地区の拡大に努めてまいりますので、みなさまのご支援、
ご協力をよろしくお願いします。

募集！

上記の実施地区にて利用会員･協力会員を募集しています。
詳しい内容については、本会までご連絡ください。

【お問い合わせ】地域福祉課

❶

少しの時間で
誰かの役に
立てたらいいな…

サービス提供
作業確認と調整

利用会員
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利用申込
入会料
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社協の活動についてお知らせします

～茂原市社会福祉協議会の事業と令和元年度決算・令和2年度予算～

社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を図るため、全国の都道府県・市区町村に設置された非営利の民間組織です。
社協は、市民のみなさまにご協力いただいた社協会費や寄付金、共同募金の配分金、行政からの補助金・受託金などで運営を行い、社会福祉関係者・
市民のみなさま・各種団体との協働により、地域の人々が住みなれたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を実現するため、
さまざまな福祉サービスを行っています。
※決算の詳細については、当協議会ホームページにて公開しております。

法人本部

在宅サービスセンター

福祉作業所

福祉センター

【令和元年度 決算合計】
179,287,185円
【令和2年度 予算合計】
197,467,000円

【令和元年度 決算合計】
43,552,287円
【令和2年度 予算合計】
78,335,000円

【令和元年度 決算合計】
46,589,215円
【令和2年度 予算合計】
58,029,000円

【令和元年度 決算合計】
137,218,185円
【令和2年度 予算合計】
147,083,000円

（ボランティア・在宅福祉サービスなど） （介護保険・障害福祉サービス） （就労継続支援B型・計画相談） （総合市民センター、各福祉センター）

【法人本部】
●法人運営事業
社会福祉協議会の組織運営を行っています。
●調査・企画・広報事業
社協活動の理解と関心を深めるため、広報活
動、社会福祉大会、社協会員加入の啓発活動、
市民・福祉関係者を対象とした研修を行ってい
ます。
●相談事業
地域の身近な相談場所として、心配ごと相談、無
料法律相談を行っています。
●地域福祉推進事業
東部・中央・西部・北部・五郷・鶴枝・中の島・
東郷・豊田・二宮・本納・新治・豊岡の13地区
に地区社会福祉協議会を組織し、地域住民に
よる福祉活動（ふれあいいきいきサロン、敬老
会、地域交流事業など）を支援しています。そ
の他、米寿記念撮影や、低所得者世帯の生活
支援として夏季一時金の支給などを行ってい
ます。
●ボランティアセンター運営事業
ボランティアの登録・斡旋、ボランティア保険
の加入、災害ボランティアの活動支援など、
ボランティア活動を支援しています。また、市
内小中学校などへ講師を派遣し、福祉教育を
行っています。
●共同募金配分金事業
赤い羽根・歳末たすけあい募金の配分金を活
用し、市内福祉団体の活動支援、要支援者へ
の見舞金・慰問品の配布、交通遺児への見舞
金・災害見舞金の支給、広報紙「社福もばら」
の発行、千葉ロッテマリーンズ福祉野球教室の
開催などを行っています。
●在宅福祉サービス事業
高齢者や障がいのある方の在宅生活を支援す
るため、見守り型食事サービス、紙おむつの支
給、訪問理髪サービスなどを行っています。

●後見支援センター事業
日常生活に不安を感じている高齢者や障がい
のある方を対象とした日常的な金銭管理や福
祉サービスの利用についての支援（有料）、法
人後見の受任事業を行っています。
●貸付事業
経済的にお困りの方や障がいのある方などに
対し、必要に応じて貸付を行い、生活の支援を
しています。
●家族介護用品支給事業
要介護度4〜5の介護を必要とされる非課税世
帯の方に対し、紙おむつなどの支給を行ってい
ます。
●介護予防事業（もばら百歳体操）
健康維持と地域交流を目的として、もばら百歳
体操の普及、啓発を行っています。
●学童保育事業
保護者が就労などにより、昼間家庭にいない児
童が、安全に楽しく過ごせるよう学童クラブを運
営しています。
（豊岡、東郷、二宮、夏期学童クラ
ブ）
●ファミリーサポートセンター事業
依頼会員と提供会員がネットワークを作り、
地域で子育てをサポートする援助活動をコー
ディネートしています。

【在宅サービスセンター】
●居宅介護支援事業
ご自宅で介護を必要とされる方のケアプラン
の作成や介護サービスの連絡・調整を行って
います。
●訪問介護事業
ご自宅で介護を必要とされる方へ、ホームヘル
パーを派遣し、身体介護や生活援助を行って
います。
●居宅等介護事業
障がいのある方の在宅生活を支えるため、ホー

収益事業

（自動販売機の設置）
【令和元年度 決算合計】
1,237,033円
【令和2年度 予算合計】
1,803,000円

ムヘルパーを派遣し、身体介護や生活援助を
行っています。また視覚障がいのある方などの
外出援助を行っています。
●保険給付外サービス
介護保険サービスや障害福祉サービスを利用
さ れて い る方 に
対して、保険外の
サービス（病院内
の 介 助 な ど ）を
行っています。

【福祉センター】
●福祉センター受託事業
指定管理者として市の指定を受け、市内6施設
（総合市民センター、二宮・豊田・五郷・豊岡・
東郷福祉センター）の管理を行い、子育て支
援、地域のふれあいの場を提供しています。

【福祉作業所】
●就労継続支援B型事業
一般企業などで就労が困難な障がいのある方
に、就労の機会を提供し、自立した日常生活、
社会生活を営むことができるよう、必要な訓
練を行っています。
●特定相談支援事業
障 が いのある方が自立した 生 活 が できるよ
う、障害福祉サービスの利用に必要な相談、
サービス等利用計画の作成を行っています。

【収益事業】
●自動販売機設置事業
各福祉センター、福祉作業所等に自動販売機
を設置し、福祉サービスの自主財源として活用
します。

社会福祉協議会会費へのご協力をお願いします
昨年度も多くの地域住民、事業主のみなさまにご協力いただいた会費や寄
付金を、高齢者や子ども、障がいのある方などへのさまざまな福祉活動の貴
重な財源として活用させていただきました。
本会では、誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことができる「福祉の
まちづくり」に尽力してまいりますので、本年度も会員としてご協力いただ
き、また会費を通じてご支援くださいますようよろしくお願いします。

会費の種類（年額 1口〜）

一般会員 500円（1世帯）
／1,000円（個人）
賛助会員 3,000円（施設・団体・個人等）
／10,000円（特別協力者）
法人会員 3,000円（個人事業所）
／10,000円（法人事業所）

会費のつかいみちについてご理解いただき、個人会員として、社協活動を財政面からご支援くださる

『個人会員を募集しています』方を募集しています。ご加入いただける方は、ご連絡ください。職員がお伺いさせていただきます。
社協会費の
つかいみち

●高齢者や障がいのある方への在宅福祉サービス（紙おむつの支給、訪問理髪サービス、ひとり暮らし高
齢者等の見守り型食事サービス） ●各地区の支え合い活動（健康教室、サロン活動、世代間交流事業等の
地区社会福祉協議会活動）●ボランティア活動のサポート、ボランティアの育成 など

【お問い合わせ】総務課

❷

令和元年度の会費実績

8,796,700円

ご協力ありがとうございました。
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児童センターイベント案内 〜いろんな体験してみよう♪〜
※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、開催については変更または中止となる場合がございます。
詳しくは各福祉センターにお問い合わせください。
豊田福祉センター ☎26-1105

五郷福祉センター ☎25-7880

☆とよだ夏チャレ！
❶ 陶芸教室

☆わんぱくサマーキッズ
❶ ビーズクラフト体験

【日時】8月11日 9：30〜11：30
【内容】ビーズを使った小物作り
【対象】市内在住の小学生
【定員】15名（申込順） 【費用】600円（保険料含む）

【日時】8月2日 9：30〜12：00
【内容】自分の好きな形のお皿や
カップをつくってみよう！
【対象】市内在住の5歳〜小学生
（未就学児は保護者同伴）
【定員】20名（申込順）
【費用】1,600円
（粘土、窯焼き代）

❷ おたのしみ会

【日時】8月22日 10：00〜11：30（雨天順延）
※8月23日 雨天時は中止します
【内容】みんなで楽しく水鉄砲で遊ぼう 【対象】市内在住の小学生
【定員】20名（申込順）
【費用】200円（保険料含む）
【お申し込み】受付は7月3日 9：00〜電話受付（定員になり次第終了）
その後、7月10日 9：00〜7月16日 17：00までに窓口
にて費用を添えて申し込み※申し込みは本人のみ

❷ プラバンレジン教室

【日時】8月23日 9：30〜11：30
【内容】キーホルダーやアクセサリー作り 【対象】市内在住の小学生
【定員】20名（申込順） 【費用】600円（材料、保険料含む）

総合市民センター ☎24-9511

【お申し込み】受付は7月1日 9：00〜電話受付（定員になり次第終了）
その後、7月13日 9：00〜7月20日 17：00までに窓口
にて費用を添えて申し込み

東郷福祉センター ☎25-5882

☆サマーチャレンジ！
❶ クラフトバンド教室 〜オリジナル小物入れ作り〜

【日時】8月1日 10：00〜11：30
【定員】10名（申込順）

【対象】市内在住の小学生
【費用】200円（保険料含む）

❷ バルーンアート教室

☆夏休みわくわく体験
❶ 古代体験

【日時】8月9日 10：00〜11：30
【対象】市内在住の小学生
【定員】10名（申込順）
【費用】100円（保険料含む）

【日時】8月22日 9：00〜12：00 【内容】火おこし・まが玉作り
【対象】市内在住の小学生（1〜2年生は保護者同伴）
【定員】20名（申込順）
【費用】400円（保険料含む）

❸ アロマワックスサシェ作り

❷ 自分の命は自分で守れ！

【日時】8月22日 10：00〜11：30 【対象】市内在住の小学生
【定員】10名（申込順）
【費用】300円（保険料含む）

【日時】8月29日 9：30〜11：30
【内容】防災教室
【対象】市内在住の小学生
（希望者については保護者同伴可）
【定員】20名（申込順） 【費用】無料

❹ ペットボトルで万華鏡を作ってみよう

【日時】8月29日 10：00〜11：30 【対象】市内在住の小学生
【定員】10名（申込順）
【費用】200円（保険料含む）

【お申し込み】受付は7月4日 9：00〜電話受付（定員になり次第終了）
その後、7月11日 9：00〜7月20日 17：00までに窓口
にて費用を添えて申し込み

【お申し込み】受付は7月4日 9：00〜電話受付（定員になり次第終了）
その後、7月11日 9：00〜7月22日 17：00までに窓口
にて費用を添えて申し込み

もばらファミリー・サポート・センター 会員募集！
地域において安心して子育てができるよう、子育てのサポートをしてほしい方（依頼会員）と、
サポートができる方（提供会員）が、それぞれ会員になりネットワークを作って育児支援をします。
●援助対象の子ども／おおむね生後６か月〜小学校６年生まで
●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
保育施設等への子どもの送迎
●利 用 料（ 謝 礼 ）／基本1時間あたり７００円

入会説明会を開催します
【日
時】令和2年7月13日 13：30〜
【場
所】総合市民センター（4階 視聴覚室）
（参加ご希望の方は事前にお申し込みください）
※入会説明会は毎月開催しています。日程・詳細等についてはホー
ムページをご覧ください。なお、新型コロナウィルス感染症拡大
防止などの理由により、変更や中止とする場合があります。

提供会員を募集します
●子育ての経験を生かしたい方
●子どもが好きな方
●子育ての応援をしたいと
思っている方
サポーターとして
活動してみませんか？

【お問い合わせ・お申し込み】もばらファミリー・サポート・センター（地域福祉課内）

❸
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もばら後見支援センター
もばら後見支援センターでは、権利擁護事業として「認知症」
「知的障がい」
「精神障がい」などの理由で判断能力が十分でない方の財産
管理や権利を保護するため、法人として成年後見等を行う「法人後見受任事業」と、ご本人との契約による「日常生活自立支援事業」に取り組
んでいます。詳しい内容については、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

法人後見事業

●法人後見の受任事業 家庭裁判所の審判に基づき、本会が法人として成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）の
事務を行います。
●成年後見制度に関する相談支援 成年後見制度の相談窓口のひとつとして、制度利用に関する相談をお受けします。

日常生活自立支援事業 成年後見制度の利用対象にならない程度の判断能力の方や、外出が困難である方を対象に、福祉サービスの利用
（すまいる）

援助や日常的な金銭管理のお手伝いをします。

【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

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。

福祉作業所（就労継続支援Ｂ型）

受注作業を募集しています

●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（市外在住の場合は、要相談）
【お問い合わせ】福祉作業所 あゆみの家

福祉作業所では、段ボール・ボール ●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。
ペン・コンセントなどの組み立て、割り
箸・ネジ・サンプル品などの封入、ラベ ［対象者］
市内在住で、障害福祉サービスを利用するために、
ル貼りなどの軽作業を行っています。
茂原市よりサービス等利用計画書の提出を求めら
依頼したい作業内容がありましたら、
れた方
お気軽にご相談ください。

☎２４-９１３５

善意ありがとうございました

貸付制度のご案内

寄付金

本会では、進学に関する費用や学校行事でかかる費用等が、諸事情に
より、他から融資の受けられない比較的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制度を用意しています。
例えば

●河野 昌子 ３，
０００円 ●木崎東泉寺 30，
000円
●東洋ケミカルエンジニアリング㈱ 38，
043円

物品

資金種類一例

●東京電力常傭労働組合茂原班
箱ティッシュ
３０個
●りんどうの会 手づくりマスク １９６枚
●匿 名 3件 手づくりマスク 159枚
不織布マスク １５１枚
布マスク
３３枚

使用済切手収集活動へのご協力
●伊藤 聖子

相談支援事業所（計画相談）

他５名

中学・高校入学時の制服代等の入学準備費用
大学・短大・専門学校への入学金や授業料
学校行事の遠足費や修学旅行費 など、急を要する出費に対して相談を受けます。
資金名

教育
支援
資金

貸付限度額

《高
教育支援費
就学支度費

貸付利子

学》月６．
５万円以内

20年以内

卒業後
６ヶ月以内

無利子

12ヶ月以内

２ヶ月以内

５０万円以内

緊急小口資金

受付期間：令和２年４月１日〜５月３１日迄（順不同：敬称略）

据置期間

校》月３．
５万円以内

《高専・短大》月６万円以内
《大

償還期限

１０万円以内

※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、
お気軽にお問い合わせください。

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。

【お問い合わせ】地域福祉課

学童クラブ 嘱託職員の募集
【募集内容】嘱託指導員（パート） 若干名
夏休み期間中に、保護者が就労等により、昼間家庭にいない
児童を保育する業務（保護者との連絡調整、遊び等の指導など）

【雇用期間】令和2年8月8日 〜令和2年8月22日
【応募条件】＊児童福祉の向上や子育て支援に熱意のある方
＊普通自動車免許 ＊70歳未満の方
【提出書類】履歴書、職務経歴書
【選考方法】書類選考（１次審査）、面接試験（２次審査）
【受
付】7月7日 までに応募してください。

【勤務時間】月〜土曜日 7：30〜19：00、週3〜5日程度
1日5時間程度のシフト勤務
【時
給】時給1,00０円 加入保険［労災］
【勤 務 地】夏期茂原（総合市民センター）、東郷、二宮、豊岡学童クラブの
【お問い合わせ】施設課
いずれか
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

グループホーム
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

株式会社

竹膳

0475-27-3056

サービス付高齢者向住宅
下永吉せせらぎ

0475-27-3057

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、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。

FAX.（左に同じ）

❹

