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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
※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

茂原樟陽高等学校インターアクト部

赤い羽根共同募金が始まります。
「困ったときはお互いさま」の精神から始まった赤い羽根共同募金。
今年も10月1日から全国一斉に始まります。みなさまから寄せられた
募金は茂原市内で笑顔をふやすために活用され、
「じぶんの町を良く
するしくみ」として地域で取り組む様々な福祉活動を応援しています。
みなさまのご協力をお願いいたします。

共同募金運動期間
赤い羽根共同募金

10月1日〜 3月31日

歳末たすけあい募金

12月1日〜12月31日

今回表紙を飾っていただいた「茂原樟陽高等学校インターアクト部」の活動は2ページに掲載しています。
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赤い羽根共同募金

一人ひとりの思いを
地域に届けよう

昨年も、みなさまのあたたかいご支援により、共同募金運動を実施することができましたこと心から御礼申し上げ
ます。コロナ禍により、例年どおりの活動が難しい状況ではございますが、福祉活動への参加のひとつとして、今年も
変わらぬご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。

赤い羽根共同募金は、こんな募金です。
❶ 茂原市の福祉向上に役立ちます。

茂原市の令和3年度目標額は

❷ 千葉県の福祉向上に役立ちます。

○一般募金（赤い羽根共同募金）

❸ 災害時に役立ちます。

○歳末たすけあい募金

10,200,000円です

市内でご協力いただいた募金の7割が、茂原市で使われます。

7,100,000円

市内でご協力いただいた募金の3割が、千葉県内で使われます。

3,100,000円

県内で災害ボランティアセンターの設置・運営や災害見舞金として
使われます。

令和2年度みなさまからお寄せいただいた募金（ 6,839,948円 ）は
令和3年度次のように使われます
市内の
福祉活動支援

4,788,000円

■ 長寿クラブなどの高齢者支援
229千円
■ 児童養護施設・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
529千円
■ 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
308千円
■ 地区社協などの地域福祉活動支援 3,222千円

県内の
福祉活動支援

2,051,948円

※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。

■ 高齢者・障がい者施設の送迎用車両の助成
■ 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
取り組みに対する助成
はねっと

検索

みんなの活動紹介
千葉県立茂原樟陽高等学校
インターアクト部

「休憩したら出発！暑いから水分をしっかりとっていこう」先生の
声掛けで汗を拭き、立ち上がる千葉県立茂原樟陽高等学校のイン
ターアクト部のみなさん。暑い日が続く7月下旬のある日、奉仕活動
として駅前から学校までの路上のゴミ拾いをして歩きました。
「インターアクト部」とは、ロータリークラブにより提唱された奉
仕活動クラブで、その活動は世界中に広まり、日本では中学・高校生
の部活動として設置されています。ボランティア活動を通じて視野
を広げ、仲間と一緒に楽しみながら奉仕の精神を学び、行動力を身
につけることを目的としています。
現在部員17名で活動している、茂原樟陽高等学校インターアクト部は、今
年7名が新たに入部しました。新入部員の渡邉さんは、入部の理由を「一昨年
の水害で、自宅が床上浸水の被害に遭いゴミが多くて本当に大変でした。そ
こから、川がどんなに汚れているのかに気が付き、もっと環境を良くするため
に自分に出来ることはないかと考えて、インターアクト部に入りました。」と話
をしてくれました。
また、部長の神崎さん（3年生）は「新入部員を増やして、出来ることを多く
していきたい。コロナ禍で色々制限はあるけれど地域交流などをとおして、
もっと茂原樟陽高等学校のPRをしていきたい。」と抱負を話してくれました。
茂原樟陽高等学校インターアクト部の活動は、街頭募金による共同募金へ
の協力、エコキャップ収集、地域振興行事、子供・高齢者を対象とした行事への
参加など、多岐にわたっています。
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児童センターイベント案内

〜クリスマス会もあるよ★参加お待ちしています〜

新型コロナウイ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
お申し込みについては、各センターで9：00から電話で受付します（先着順）。電話受付後、費用を窓口に納めていただき申込み完了となります。
（対象は市内在住の方です）
月

日

時

間

内

11月13日土 13：30～15：30
12月12日日 10：00～12：00
12月 4日土 10：00～11：30
12月 7日火 10：00～11：00
12月11日土 10：00～12：00
12月12日日 10：00～12：00
12月18日土 10：00～12：00

容

対

象【定 員】

幼保年長～小学生

ネイチャークラフト

（木の実や小枝を使った工作）

費

15名

小学生

15名

幼保年長～小学生

にこにこ☆楽しいクリスマス

（ゲーム・簡単ビンゴ他）

ベビークリスマス会

豊田の森のクリスマス

（工作・ゲーム他）

あわてんぼうのクリスマス会

（ゲーム・簡単ビンゴ他）

☆わいわい☆クリスマス

0～4歳児の親子

二宮福祉センター ☎26-3740
10月10日日から

500円
20名

500円

五郷福祉センター ☎25-7880
11月7日日から

300円程度の
プレゼント持参

総合市民センター ☎24-9511
11月9日火から

（未就学児は保護者同伴）

（ふれあい遊び・サンタさんからのプレゼント）

連絡先及び受付開始日

600円

（未就学児は保護者同伴）

粘土でクリスマス壁飾りを作ろう

用

15組

小学生

20名

500円

豊田福祉センター ☎26-1105
11月10日水から

小学生

20名

500円

東郷福祉センター ☎25-5882
11月17日水から

小学生

20名

400円

二宮福祉センター ☎26-3740
11月14日日から

秋のボランティア月間
新型コロナウイ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
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。※参加を希望される方は、事前にお申し込みください。
団体名

活動内容

活動日

茂原ボランティア会

使用済み切手の整理

朗読ボランティア
みずすまし会

広報もばらなどを音訳し
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などの点訳活動

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

活動時間

活動場所

10：00〜12：00

総合市民センター

11月4・18日 （第1・3木曜日、随時） 10：00〜12：00

総合市民センター

11月17日

11月17日 （第1・3水曜日）

13：00〜15：00

総合市民センター

11月11・18・25日 （毎週木曜日）

19：00〜20：30

総合市民センター

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、虚弱な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。

見守り型食事サービス

地区

活動日

活動時間

活動場所

中央・北部

11月10日

13：00〜15：00

総合市民センター

豊田

11月10日

13：00〜15：00

豊田福祉センター

二宮

11月10日

13：00〜15：00

二宮福祉センター

豊岡

11月10日

13：00〜15：00

豊岡福祉センター

東郷

11月10日

13：00〜15：00

東郷福祉センター

鶴枝・中の島

11月10日

13：00〜15：00

鶴枝公民館

本納・新治

11月10日

13：00〜15：00

本納公民館

五郷

11月11日

13：00〜15：00

五郷福祉センター

西部

11月12日

13：00〜15：00

中央公民館

東部

11月15日

13：00〜15：00

東部台文化会館

【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） ☎23-1969

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、下記の活動を行っております。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活動しましょう。

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 など）
●趣味・文化活動（芸能発表会、作品展 など） ●レクリエーション活動（観桜ウォーキング など）
●ボランティア活動（茂原公園一斉清掃、まごころ募金運動 など） ●長寿クラブ広報の発行 など

【お問い合わせ】茂原市長寿クラブ連合会事務局（地域福祉課内） ☎23-1969
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介護保険 「こんな時どうするの？
！」

vol.5

ホームヘルパーに草刈りはしてもらえるの？！

介護保険のサービスの中でも利用する方が多い訪問介護。ホームヘルパーが介護保険サービス内で「できること」
「でき

ないこと」をご紹介します。

サービス対象になるもの

サービス対象にならないもの

●日常的な掃除・洗濯・調理・買物
●おむつ交換
●入浴介助
●薬の受け取り ●服薬確認 など

●草取り、植木の剪定 ●利用者が使用する部屋以外の掃除
●利用者以外の方の買物・洗濯・調理 ●大掃除（床のワックスがけなど）
●家具の移動 ●ペットの世話（散歩など） ●話し相手
●お金の引きおろしの代行 など

ホームヘルパーが行える介護サービスは、ケアマネジャーが計画した「ケアプラン」に沿って提供されます。ケアプランに
ないサービスは提供されないので、利用する方の状態に応じて内容を確認しましょう。

介護に関するご相談は本会在宅サービスセンターのケアマネジャーまたは、下記お問い合せ先で相談できます。
次回は第6回、
「65歳以上でないと、介護サービスは利用できないの？
！」

【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

あゆみの家

●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

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）
●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

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。

相談支援事業所（計画相談）
●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

☎２４-９１３５

フードバンクちば

善意ありがとうございました

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3年9月13日 〜10月29日
●募集内容／ 賞味期限が明記され2ヶ月以上あり、かつ未開封で
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2年・令和3年度産［玄米可］）

寄付金

●馬場 敏行 10,000円
●千葉石油株式会社および代表者2名 700,000円
●金坂医院 150,000円 ●木崎東泉寺 30,000円
●匿名 5件 50,845円

物

●千葉土建長生支部 クリアフェイスシールド 84個
●もろぎぬの会 手づくり雑巾 50枚
●日本エコー検査株式会社 スポットクーラー 1台
●蒔田 車イス 1台 ●高橋 玲央 ベビーベッド 1台
●匿名 2件 ハンドミキサー 1台 子供用テント 1張

品

受付期間：令和3年6月1日〜令和3年8月31日迄（順不同:敬称略）
【受付窓口・お問い合わせ】総務課

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。

☎23-1969

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）
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