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FAX

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。

じぶんの町を
良くするしくみ。

10月1日より

※歳末たすけあい募金運動は
12月1日より

茂原がよくなる。
未来がもっと明るくなる。

家庭で

職場で

街頭で

学校で

３つの特徴

赤い羽根募金

計画を立ててから募金を集めます

茂原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

茂原で集めた募金は、その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。

募金額の7割が茂原市で、3割が千葉県内で使われます。令和元年度 茂原市での募金額 6,958,137円
令和２年度配分計画

茂原市社会福祉協議会から福祉団体へ

（茂原市内の福祉活動支援）

■長寿クラブなどの高齢者支援 235千円
■児童養護等施設・交通遺児などの支援 130千円
■生活困窮者支援・火災等見舞金 460千円

4,871,000円

千葉県共同募金会から福祉団体へ

（県内の福祉活動支援）

（令和元年度募金額の7割）

■障がい者団体の活動支援 370千円
■ボランティア団体の活動支援 444千円
■地区社協などの地域福祉活動支援 3,232千円

2,087,137円

（令和元年度募金額の3割）

■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 ■被災者・被災地支援に対する助成
■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

※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。

はねっと

検索

【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）

❶
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児童センターイベント案内 ★クリスマス会に参加しませんか★
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に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。
東郷福祉センター

五郷福祉センター
みんなであそぶ☆楽しい
開 催 名
クリスマス
場

所

わくわくクリスマス会

12月5日
10：00〜11：30
楽しいゲーム
簡単ビンゴ 他

日

時

内

容

対

象 市内幼保年長〜小学生※1

総合市民センター
ちびっこ親子の
クリスマス会

豊田福祉センター

二宮福祉センター
☆わいわい☆
クリスマスパーティー

豊田の森のクリスマス

12月8日
10：00〜11：00
ふれあい遊び
サンタさんからのプレゼント

12月6日
10：00〜11：30

12月12日
10：00〜12：00

12月12日
10：00〜12：00

ゲーム 他

ゲーム 他

工作・ゲーム 他

市内在住小学生

市内在住小学生

市内在住小学生

市内在住0〜4歳児親子

員

※2

20名

20名

20名

20名

20組

参加費

※4

400円

400円

400円

500円

無料

飲み物・上履き・手提げ袋

飲み物・上履き

飲み物・上履き・手提げ袋

飲み物・上履き

飲み物・
300円程度のプレゼント

定

持 ち 物

※3

電話受付

11月17日

9：00〜

11月16日

9：00〜

11月 8日

9：00〜

11月14日

9：00〜

費用受付

11月24日

9：00〜

11月24日

9：00〜

11月16日

9：00〜

11月21日

9：00〜

※5

11月10日

9：00〜

なし

※1 未就学児は保護者同伴 ※2 申込順になります ※3 申込は本人のみ ※4 保険代込みとなります ※5 各センター窓口にてお願いします
電話受付後、期間内に参加費用を窓口に納めていただき受付完了となります。※参加される方はマスク着用にご協力お願いします。
【お申し込み・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

五郷福祉センター ☎25-7880 豊田福祉センター ☎26-1105
東郷福祉センター ☎25-5882

Information 〜みんなで参加してみよう〜
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に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。
二宮福祉センター ☎26-3740

東郷福祉センター ☎25-5882

チャレンジキッド
❶ アロマ石けんを作ろう

ネイチャークラフト

【日時】11月8日 9：30〜11：30
【内容】アロマ石けん作り
【対象】市内在住の小学生
【定員】20名（先着順）
【費用】500円
【申込】10月11日 9：00〜（電話受付）

❷ 木の実のネイチャークラフト

五郷福祉センター ☎25-7880

【日時】12月5日 13：30〜15：30
【内容】どんぐり等使った置物作り
【対象】市内在住の小学生
【定員】20名（先着順）
【費用】600円
【申込】10月11日 9：00〜（電話受付）

【日時】11月22日 10：00〜11：30
【内容】クリスマスリース作り
【対象】市内在住の小学生
【定員】16名（先着順）
【費用】600円
【申込】10月17日 9：00〜（電話受付）

クリスマスツリーアレンジ教室

【日時】11月29日 9：30〜11：30
【内容】アレンジ花材を使った
クリスマスツリー作り
【対象】市内在住の方
【定員】16名（先着順）
【費用】1,000円
【申込】10月16日 9：00〜（電話受付）

スマイルチャレンジ クリスマスフラワーアレンジ

【日時】11月22日 10：00〜11：30
【内容】クリスマスアレンジフラワー作り
【対象】市内在住の小学生
【定員】15名（先着順） 【費用】600円
【申込】10月17日 9：00〜（電話受付）

総合市民センター

☎24-9511

作ってあそぶ♪こどもワークショップ

【日時】①11月20日 ②12月11日 15：00〜16：30
【内容】①実験くん（水のなかにシャボン玉を作ろう 他）
②クリスマスネイチャリース＆自然あそび
【対象】市内在住年少〜年長児とその保護者
【定員】10組（先着順） 【費用】100円
【申込】10月6日 9:00〜（電話受付）

※各教室につきましては、電話受付後、参加費用を窓口に納めていただき受付完了となります。

善意ありがとうございました
寄付金 ●永野 明男 100,000円

●CUT GARDEN MAKINO
●匿名 4件 243,800円

物

2,000円

品 ●関東天然瓦斯開発株式会社 非常食1日セット 123セット

●石井 加代子 手づくりマスク 30枚
●千葉県生涯大学校外房学園 布マスク 40枚
●木村 ユミ 毛糸 ●匿名 3件 手づくりマスク 380枚

使用済切手収集活動へのご協力

●株式会社 藤田製作所

受付期間：令和2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。

ご寄付ありがとうございました
〜手作りマスク頂きました〜

「ご自宅でお困りの高齢者の方に」
「介護の現場で
頑張っている方に」
「学童保育に来ている子どもたち
や指導員の方々に」とお気持ちがこめられた、たくさ
んの手作りマスクを団体や個人様より頂戴しました。
いただいたマスクは、学童、特別支援学校や福祉
サービスの利用者等に配布させていただき、受け
取った方からは、
「綺麗で気分が明るくなる」
「とても
有難い」と大変喜ばれました。本当にありがとうござ
いました。

❷
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〜ボランティアに参加しませんか〜
茂原市ボランティア連絡協議会では、加盟17団体の活動見学会を11月に開催します。過ごしやすいこの季節に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。
※参加希望される方は、事前にお申し込みください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止などの理由により、変更や中止になる場合があります。
団体名

活動日

活動内容

茂原ボランティア会

使用済み切手の整理

11月12日

朗読ボランティア
みずすまし会

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

点字ボランティア六点会

点字カレンダーの作成等点訳活動

手話サークルつつじの会

聴覚障がいのある方との交流や手話の学習

11月5・19日
第1・3木曜日、随時
11月18日

第1・3水曜日

毎週木曜日

活動場所

10：00〜12：00

総合市民センター

10：00〜12：00

総合市民センター

13：00〜15：00

総合市民センター

19：00〜20：30

総合市民センター

※見学は活動時間内であれば自由に見学できます。

地区ボランティア会［見守り型食事サービス］の見学会
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。

活動時間

活動時間

活動場所

11月 5日

13：00〜15：00

五郷福祉センター

西部

11月 6日

13：00〜15：00

中央公民館

東部

11月 9日

13：00〜15：00

東部台文化会館

中央・北部

11月11日

13：00〜15：00

総合市民センター

豊田

11月11日

13：00〜15：00

豊田福祉センター

二宮

11月11日

13：00〜15：00

二宮福祉センター

豊岡

11月11日

13：00〜15：00

豊岡福祉センター

東郷

11月11日

13：00〜15：00

東郷福祉センター

鶴枝・中の島

11月11日

13：00〜15：00

鶴枝公民館

本納・新治

11月11日

13：00〜15：00

本納公民館

お弁当作りの様子

地区

活動日

五郷

【お申し込み・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）

茂原市長寿クラブ連合会 〜楽しい出会いが待っています！〜
長寿クラブでは、高齢者の生きがいと健康づくり、仲間作りや相互の
支え合い、楽しいクラブ作りや社会貢献を目的として、下記の活動が行
われています。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。
あなたの経験と知恵を生かして、まずは自分のために、そして身近な
人・地域のためにいっしょに行動しませんか？
主な活動

●健康づくり活動（グラウンドゴルフ、ペタンク、輪投げ大会等）
●趣味・文化活動（芸能発表会、作品展等）
●レクリエーション活動（親睦旅行等）
●ボランティア活動（まごころ募金運動等）
●長寿クラブ広報の発行 等
グラウンドゴルフの様子

【お問い合わせ】茂原市長寿クラブ事務局（地域福祉課内）

米寿記念撮影 〜素敵な笑顔とともにいつまでもお元気で〜
8月22日・23日、総合市民センターと本納ほのおか館にて、米寿を
お祝いする記念撮影を行いました。市内にて米寿を迎えられた484名
のうち、133名の方が撮影を希望され、下記団体の協力のもと和やか
な雰囲気で撮影が行われました。
本年度は、新型コロナウイルスが流行しているため、感染拡大の防
止策を講じた上で撮影を行いました。撮影した写真は、額装して米寿
を迎えられた方に贈呈させていただき「良い記念になりました。あり
がとう。」と、お礼の言葉と一緒に笑顔もいただきました。
米寿を迎えられたみなさまに心からお祝い申し上げます。
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

記念撮影の様子
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介護保険 「こんな時どうするの？
！」
介護保険サービスはどうやったら受けられる？？

同居している高齢の母親が、転倒し骨折して入院しました。
退院後は介護保険サービスの利用を考えていますが、
どうしたら良いでしょうか。

介護保険サービスは、ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ、施設への
入所、車いすのレンタルなど様々なサービスがあり、自己負担額は所得に応じて
１割から3割の負担が発生します。介護保険サービスは、同居のご家族の有無に
関わらず、原則65歳以上の方が対象となります。

サービスを利用するには

❶

市役所の窓口（高齢者支援課）で、
要介護認定の申請を行います。本
人のほか、家族や知人、ケアマネ
ジャー、地域包括支援センター職
員でも申請が可能です。申請書は
市役所の窓口で受け取るか、市の
ホームページからダウンロードも
出来ます。

市の介護認定調査員がご自宅を
訪問し、心身の状況を伺います

❷

結果通知書が郵送されます
（申請後１カ月以内）

❸

本会、在宅サービスセンターにてご相談を受け付けております。
もしくは、お住いの地域の地域包括支援センターや、市高齢者支援課に相談してみましょう。
次回、
「結果通知書が届いたら」へ続きます

【お問い合わせ】
●在宅サービスセンター……………………… ☎23-1969
●もばら地域包括支援センター …………… ☎22-3007
●みなみ地域包括支援センター …………… ☎20-2626

●ほんのう地域包括支援センター ………… ☎36-2123
●ちゅうおう地域包括支援センター ………… ☎26-7525
●茂原市役所高齢者支援課 ………………… ☎20-1572

茂原市心身障害者福祉作業所 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）

相談支援事業所（計画相談）

●就労が困難な方、日中活動の場をお探しの ●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。
方、ご相談ください。
［対象者］
［対象者］
市内在住で、障害福祉サービスを利用するために、
市内在住で、身体障害者手帳、療育手帳、精
茂原市よりサービス等利用計画書の提出を求めら
神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
れた方
（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

受注作業を募集しています

福祉作業所では、段ボール・ボールペ
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、ラベル貼
りなどの軽作業を行っています。依頼
したい作業内容がありましたら、お気
軽にご相談ください。

☎２４-９１３５

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／令和2年9月14日 〜10月30日
●募集内容／賞味期限が明記され、かつ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、お米は令和元年・令和2年度産［玄米可］）

【受付窓口・お問い合わせ】総務課

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

