
❶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

障がいのある方の就職をサポート！

昼食無料提供

市原市八幡6-1-3

☎0436-63-2737
いちの膳グループ

パソコンスキル ビジネスマナー
コミュニケーション 就職活動
パソコンスキル ビジネスマナー
コミュニケーション 就職活動

五郷福祉センター

豊田福祉センター二宮福祉センター

東郷福祉センター

マルハン茂原店

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。ぜひ一度お越しください♪
もばら百歳体操もやりますよ！

【お問い合わせ】 総務課

【受付窓口・お問い合わせ】 総務課

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

●募集期間／令和3年1月18日月～2月26日金
●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］）

【お問い合わせ】 総合市民センター　☎２４-9511

　本会では、突然の怪我・病気・外出などで車いす
が必要となった時、１カ月間貸出しを行っています。
大人用の車いすだけではなく、こども用の車いす
もあります。
　詳しくは、お問い合わせください。

車いすの貸出を行っております

Information　～みんなで参加してみよう～
新型コロナウィルス感染防止のため中止または変更になる場合があります

福祉センターこどもの教室開催中
新型コロナウィルス感染防止のため中止または変更になる場合があります

いこいの広場 ～のんびりカラオケ＆100歳体操～

【日時】 毎月第1、第3木曜日　13：00～16：00
【場所】 総合市民センター　１階集会室
【対象】 市内在住の60歳以上の方

【お問い合わせ】 総合市民センター　☎24-9511

　0～4歳児の親子を対象にしたベビー教室や未就園児を対象にした各教
室など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読み聞か
せ、季節に合わせた行事などを行っています。教室の内容や様子は本会
ホームページに掲載されています。参加されたい方は事前申込みが必要
となりますのでホームページ内児童イベントカレンダーをご確認のうえ、
ぜひ遊びに来てください。

東郷ウォーキング教室

【お申し込み・お問い合わせ】 東郷福祉センター　☎25-5882

【日時】 3月14日日 9：30～12：00（雨天中止）
【集合場所】 東郷福祉センター
【内容】 東郷福祉センターより出発し約５ｋｍをウォーキングする
【対象】 市内在住・在勤者の方　【定員】 20名　【費用】 200円（保険料）
【申込】 2月16日火 9：00～（電話受付）
※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。

5～6歳児を対象とした絵本の読み聞かせ文字の読み書きなどの
教室です。
【日時】 3月17日水 15：30～16：30
【場所】 豊田福祉センター　【定員】 10名（先着順）
【申込】 3月9日火 9：00～ （電話受付）
 （詳しくは豊田福祉センターにお問い合せください）

【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

★あいうえ・とよだ ぷち体験教室★
ぷちくらぶ（二宮）ぷちくらぶ（二宮） あいうえ・とよだ（豊田）あいうえ・とよだ（豊田）

本会では、ご支援をお受けするだけでなく、いろいろな社会貢献活動にご協力させていただいて
おりますので、お気軽にご相談ください。

第３１回茂原市社会福祉大会 中止のお知らせ
　令和３年２月２７日土に開催を予定しておりました、「茂原市社会福祉大会」につきましては、新型コロナウイルスの感染が
拡大している状況を鑑み、開催を中止させていただきます。

【お問い合わせ】 総務課

●マルハン茂原店
プルタブやエコキャップの回収箱を各店舗内に常設し、集まったプルタブを車いすに交換して福祉
施設等に寄贈されています。また、昨年末には、市内児童養護施設と本会にお菓子を寄付していた
だき、本会では、表紙写真の各クリスマス会に参加してくれた子どもたちへのプレゼントとして活用
させていただきました。ありがとうございました。

　昨年12月、市内福祉センターにある各児童センターで「クリスマス会」を開催しました。新型コロナウィルス感染から大切な子どもたちを守る
ため、参加者全員がマスク着用、手指消毒を徹底し、例年より静かな雰囲気の中でみなさん楽しんでいました。
企業・団体による社会貢献活動

無料

〒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
2021.2.1No.131

～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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寄付金 ●月曜会　20,441円　●おざわまつり実行委員会 20,000円
●金坂医院 150,000円　●錦織 徹 50,000円
●高師八幡神社 20,000円　●カラオケスタジオS’s 15,771円

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。

受付期間 ： 令和2年9月1日～11月30日迄（順不同：敬称略）

　豊田福祉センターに、新たにエレベー
ターが設置されました。
　工事期間中は、みなさまにご不便とご
迷惑をおかけしましたが、12月27日日
よりエレベーターの運用が開始され、
高齢者の方や障がいのある方などのお
客様が、利用しやすくなりました。
　どうぞご利用ください。

●小泉 香織　●石井 洋子毛糸使用済み切手 ●ASA茂原

　市内の店舗にて実施した街頭募金には、多くの方々のご協力により、赤い羽根（10月実施）205,685円、歳末
たすけあい募金（12月実施）289,233円の募金がよせられました。ありがとうございました。

12月7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／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

茂原ショッピングプラザアスモ／せんどう茂原店／ベイシア
茂原店／昌平町商店街／茂原郵便局／旬の里ねぎぼうず

㈱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／麺屋むげん／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。

　みなさまからお寄せいただいた歳末たすけあい募金
は、見舞金として2,223,100円（532世帯と54名）、慰問
品として685,300円（地域の民生委員の名前入りカレン
ダーは1,741世帯、マスクと除菌ウェットティッシュのセッ
トは812世帯）を見守りが必要なひとり暮らしの高齢者、
要援護世帯、障がいのある方、及び児童養護施設等にお
届けさせていただきました。
　その他にも、火災見舞金や福祉関係団体の活動支援に
も活用させていただきました。

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 494,918円

まごころ募金　総額 590,979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。

赤い羽根募金箱　66,915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

【お問い合わせ】 千葉県共同募金会茂原市支会（総務課内）

■共同募金運動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。

【お問い合わせ】 地域福祉課

【お問い合わせ】 豊田福祉センター
 ☎26-1105

　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
配付を行いました。また、市民のみなさまからいただきました毛糸を使い、すずらんの会の
方がひざ掛けなど作製をし、慰問品と一緒に配付しました。

ひざ掛け作りボランティア「すずらんの会」

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、寄付のご協力をお願いします。

戸別・街頭などの
募金活動

歳末見舞金・慰問品の
配付準備

歳末見舞金・慰問品の
配付

歳末たすけあい募金の使われ方

豊田福祉センターが利用しやすくなりました
～エレベーターの設置～

善意ありがとうございました

●丸 雅幸　もち米 60㎏　●石井 洋子　雑巾 20枚
●もろぎぬの会　雑巾 50枚
●匿名 3件 大人用おむつ・固形石鹸・巾着 ・お菓子
 その他 409点

物　品

お願い

【お問い合わせ】 福祉作業所あゆみの家　☎２４-９１３５

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。

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）

福祉作業所（就労継続支援Ｂ型）
●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、
茂原市よりサービス等利用計画書の提出を求めら
れた方

相談支援事業所（計画相談）
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

茂原市心身障害者福祉作業所　あゆみの家

❶「認定結果通知書」
「介護保険被保険者証」を確認しましょう。

●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

要介護状態区分

【お問い合わせ】

結果通知書が届いたら

❷ケアマネジャーと「どんな介護サービスを」「どこで」「どのくらい」利用するか、計画（ケアプラン）をたてましょう。
※相談・ケアプランの作成は無料です。

次回は、第3回で「介護保険で利用できるサービスって、どういうものがあるの？」

非該当 ▶ 介護保険のサービスは利用できません。　その他の福祉サービス一覧が同封されますので、利用したいサービスに
ついて地域包括支援センターまたは本会にご相談ください。
（福祉センターや公民館等で行っている「もばら百歳体操」や本会が実施する「見守り型食事サービス」など）

要支援１～２ ▶ 介護保険の介護予防サービスが利用できます。　地域包括支援センターに連絡しましょう。

要介護１～５ ▶ 介護保険のサービスが利用できます。　ケアマネジャーを決めましょう(事業者一覧表が同封されます)。
よく話を聞いてくれる、豊富な知識があるなど、信頼のできそうな人を選びましょう。
※ケアマネジャーはいつでも変更することができます。

　ご利用者のお人柄が、心に残り続けることがあります。
　１０年ほど前に勤めていた事業所を辞めるにあたり利用者Aさ
んにご挨拶にまいりました。
　ご家族が見守るなか、「長い間お世話になり、ありがとうござい
ました。」と伝える私を涙ぐんでじっと見つめるAさん。私も涙が
こぼれそうになった時、Aさんは急に笑顔になり、「ああ、そうだっ
た！あなた、お嫁に行くのだったわねえ」「・・・？！」一同、顔を見合わ
せビックリ。私はもうすぐ５０代を迎える年齢だったのですが、Aさ
んの思いに合わせて「・・・はい、ありがとうございます！嫁ぎ先でも
がんばります！！」と答えました。
　当時、Aさんは千葉の息子さんのお宅で過ごされていました
が、お元気な頃、住んでいらしたのは鵜飼いで有名な岐阜県。と
ある医院の奥様でした。穏やかで優しい眼差しが印象的だったA
さん。きっと多くの人をいたわって細やかな心配りをなされてき
たのでしょう。温かな言葉は今でも私の心に残っています。

ご自宅での生活をお手伝いするホームヘルパー。たくさんの
方々と関わってきたヘルパーのつぶやきをお届けします

パート職員　６５歳位まで（要相談）　市内のご利用者宅を訪問
し、身体介護、生活支援（買い物、調理、清掃など）を行い、ご自
宅での生活をサポートします。
月曜～日曜日のうち、週2日以上できる方 ８時～１９時のうち、
３時間程度からOK! ※曜日･時間については要相談

［募集内容］

時　給 生活援助１，１００円～　　身体介護１，５００円～
諸手当 交通費、移動費、処遇改善手当、特定処遇改善手当など

［給　　与］

市内の利用者宅  ※直行直帰［勤務場所］
①介護福祉士 ②介護職員実務者研修 ③介護職員初任者研修
いずれか

［資　　格］

【お申し込み・お問い合わせ】 在宅サービスセンター

　前回は、「介護サービスを利用するには」ということ
で介護保険の申請までを紹介しました。
　茂原市役所から介護保険の結果通知書がとどきま
した。これからどうしたらいいの？

「介護保険被保険者証」

要介護状態区分によって
受けられるサービスなどが

変わります

介護保険　「こんな時どうするの？！」

ヘルパー徒然日記 vol.１ホームヘルパー
募 集 中

未経験・ブランクのある方も安心！
サポートします

vol.2
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【お問い合わせ】 福祉作業所あゆみの家　☎２４-９１３５

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。

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）

福祉作業所（就労継続支援Ｂ型）
●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、
茂原市よりサービス等利用計画書の提出を求めら
れた方

相談支援事業所（計画相談）
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

茂原市心身障害者福祉作業所　あゆみの家

❶「認定結果通知書」
「介護保険被保険者証」を確認しましょう。

●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

要介護状態区分

【お問い合わせ】

結果通知書が届いたら

❷ケアマネジャーと「どんな介護サービスを」「どこで」「どのくらい」利用するか、計画（ケアプラン）をたてましょう。
※相談・ケアプランの作成は無料です。

次回は、第3回で「介護保険で利用できるサービスって、どういうものがあるの？」

非該当 ▶ 介護保険のサービスは利用できません。　その他の福祉サービス一覧が同封されますので、利用したいサービスに
ついて地域包括支援センターまたは本会にご相談ください。
（福祉センターや公民館等で行っている「もばら百歳体操」や本会が実施する「見守り型食事サービス」など）

要支援１～２ ▶ 介護保険の介護予防サービスが利用できます。　地域包括支援センターに連絡しましょう。

要介護１～５ ▶ 介護保険のサービスが利用できます。　ケアマネジャーを決めましょう(事業者一覧表が同封されます)。
よく話を聞いてくれる、豊富な知識があるなど、信頼のできそうな人を選びましょう。
※ケアマネジャーはいつでも変更することができます。

　ご利用者のお人柄が、心に残り続けることがあります。
　１０年ほど前に勤めていた事業所を辞めるにあたり利用者Aさ
んにご挨拶にまいりました。
　ご家族が見守るなか、「長い間お世話になり、ありがとうござい
ました。」と伝える私を涙ぐんでじっと見つめるAさん。私も涙が
こぼれそうになった時、Aさんは急に笑顔になり、「ああ、そうだっ
た！あなた、お嫁に行くのだったわねえ」「・・・？！」一同、顔を見合わ
せビックリ。私はもうすぐ５０代を迎える年齢だったのですが、Aさ
んの思いに合わせて「・・・はい、ありがとうございます！嫁ぎ先でも
がんばります！！」と答えました。
　当時、Aさんは千葉の息子さんのお宅で過ごされていました
が、お元気な頃、住んでいらしたのは鵜飼いで有名な岐阜県。と
ある医院の奥様でした。穏やかで優しい眼差しが印象的だったA
さん。きっと多くの人をいたわって細やかな心配りをなされてき
たのでしょう。温かな言葉は今でも私の心に残っています。

ご自宅での生活をお手伝いするホームヘルパー。たくさんの
方々と関わってきたヘルパーのつぶやきをお届けします

パート職員　６５歳位まで（要相談）　市内のご利用者宅を訪問
し、身体介護、生活支援（買い物、調理、清掃など）を行い、ご自
宅での生活をサポートします。
月曜～日曜日のうち、週2日以上できる方 ８時～１９時のうち、
３時間程度からOK! ※曜日･時間については要相談

［募集内容］

時　給 生活援助１，１００円～　　身体介護１，５００円～
諸手当 交通費、移動費、処遇改善手当、特定処遇改善手当など

［給　　与］

市内の利用者宅  ※直行直帰［勤務場所］
①介護福祉士 ②介護職員実務者研修 ③介護職員初任者研修
いずれか

［資　　格］

【お申し込み・お問い合わせ】 在宅サービスセンター

　前回は、「介護サービスを利用するには」ということ
で介護保険の申請までを紹介しました。
　茂原市役所から介護保険の結果通知書がとどきま
した。これからどうしたらいいの？

「介護保険被保険者証」

要介護状態区分によって
受けられるサービスなどが

変わります

介護保険　「こんな時どうするの？！」

ヘルパー徒然日記 vol.１ホームヘルパー
募 集 中

未経験・ブランクのある方も安心！
サポートします

vol.2
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❹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

障がいのある方の就職をサポート！

昼食無料提供

市原市八幡6-1-3

☎0436-63-2737
いちの膳グループ

パソコンスキル ビジネスマナー
コミュニケーション 就職活動
パソコンスキル ビジネスマナー
コミュニケーション 就職活動

五郷福祉センター

豊田福祉センター二宮福祉センター

東郷福祉センター

マルハン茂原店

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。ぜひ一度お越しください♪
もばら百歳体操もやりますよ！

【お問い合わせ】 総務課

【受付窓口・お問い合わせ】 総務課

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

●募集期間／令和3年1月18日月～2月26日金
●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］）

【お問い合わせ】 総合市民センター　☎２４-9511

　本会では、突然の怪我・病気・外出などで車いす
が必要となった時、１カ月間貸出しを行っています。
大人用の車いすだけではなく、こども用の車いす
もあります。
　詳しくは、お問い合わせください。

車いすの貸出を行っております

Information　～みんなで参加してみよう～
新型コロナウィルス感染防止のため中止または変更になる場合があります

福祉センターこどもの教室開催中
新型コロナウィルス感染防止のため中止または変更になる場合があります

いこいの広場 ～のんびりカラオケ＆100歳体操～

【日時】 毎月第1、第3木曜日　13：00～16：00
【場所】 総合市民センター　１階集会室
【対象】 市内在住の60歳以上の方

【お問い合わせ】 総合市民センター　☎24-9511

　0～4歳児の親子を対象にしたベビー教室や未就園児を対象にした各教
室など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読み聞か
せ、季節に合わせた行事などを行っています。教室の内容や様子は本会
ホームページに掲載されています。参加されたい方は事前申込みが必要
となりますのでホームページ内児童イベントカレンダーをご確認のうえ、
ぜひ遊びに来てください。

東郷ウォーキング教室

【お申し込み・お問い合わせ】 東郷福祉センター　☎25-5882

【日時】 3月14日日 9：30～12：00（雨天中止）
【集合場所】 東郷福祉センター
【内容】 東郷福祉センターより出発し約５ｋｍをウォーキングする
【対象】 市内在住・在勤者の方　【定員】 20名　【費用】 200円（保険料）
【申込】 2月16日火 9：00～（電話受付）
※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。

5～6歳児を対象とした絵本の読み聞かせ文字の読み書きなどの
教室です。
【日時】 3月17日水 15：30～16：30
【場所】 豊田福祉センター　【定員】 10名（先着順）
【申込】 3月9日火 9：00～ （電話受付）
 （詳しくは豊田福祉センターにお問い合せください）

【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

★あいうえ・とよだ ぷち体験教室★
ぷちくらぶ（二宮）ぷちくらぶ（二宮） あいうえ・とよだ（豊田）あいうえ・とよだ（豊田）

本会では、ご支援をお受けするだけでなく、いろいろな社会貢献活動にご協力させていただいて
おりますので、お気軽にご相談ください。

第３１回茂原市社会福祉大会 中止のお知らせ
　令和３年２月２７日土に開催を予定しておりました、「茂原市社会福祉大会」につきましては、新型コロナウイルスの感染が
拡大している状況を鑑み、開催を中止させていただきます。

【お問い合わせ】 総務課

●マルハン茂原店
プルタブやエコキャップの回収箱を各店舗内に常設し、集まったプルタブを車いすに交換して福祉
施設等に寄贈されています。また、昨年末には、市内児童養護施設と本会にお菓子を寄付していた
だき、本会では、表紙写真の各クリスマス会に参加してくれた子どもたちへのプレゼントとして活用
させていただきました。ありがとうございました。

　昨年12月、市内福祉センターにある各児童センターで「クリスマス会」を開催しました。新型コロナウィルス感染から大切な子どもたちを守る
ため、参加者全員がマスク着用、手指消毒を徹底し、例年より静かな雰囲気の中でみなさん楽しんでいました。
企業・団体による社会貢献活動

無料

〒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。


