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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。

検索

【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「インスタグラム（Instagram）」
「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。

茂原高等学校JRC委員会

赤い羽根共同募金 が始まります。
赤い羽根共同募金は、昭和22（1947）年に「国民たすけあい運動」としてはじまり、社会の困り
ごとを民間の立場から解決を続けて現在にいたっています。
小さな子どもから高齢者まで、一人ひとりが安心感と生きがいを持って暮らせる地域づくりへ
の取り組みは、多様化する今後の社会において、ますます重要になります。赤い羽根共同募金は
「じぶんの町を良くするしくみ。」として地域で取り組むさまざまな福祉活動を応援しています。
今年も10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まります。もばらの町を良くするしくみとして
取り組んでまいりますので、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「茂原高等学校JRC委員会」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。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、人々のつながりを保ちづらい状況にありますが、赤い羽根共同募金は、つな
がることをあきらめず地域の課題解決に取り組む活動を応援していきます。
茂原市を良くするために、困っている人たちを支えるために、今年もまた赤い羽根共同募金の活動に、地域のみなさま
のご協力をいただけましたら幸いです。

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4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。
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。
災害ボランティアセンターの設置や運営のため、
災害準備金としていざというときに備えています。

7,100,000円
3,100,000円

千葉県共同募金会マスコット
びわぴよ

令和3年度みなさまからお寄せいただいた募金（7,033,787円）は令和4年度次のように使われます
市内の
福祉活動支援

4,924,000円

■ 長寿クラブなどの高齢者支援
226千円
■ 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
646千円
■ 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 3,244千円

2,109,787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。

みんなの活動紹介

■ 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

県内の
福祉活動支援

はねっと

検索

千葉県立茂原高等学校ＪＲＣ委員会

毎年、共同募金運動の時期になると、街頭に立ち大きな声で募金を呼び掛けるボランティアが
います。千葉県立茂原高等学校JRC委員会（以下「JRC委員会」という。）の学生たちです。
「JRC」とは、Junior Red Crossの略で青少年赤十字のことです。
青少年赤十字は、児童・生徒が赤十字の精神に基づいて人間愛を育て、人格と精神を自ら形成
することを目的としています。
JRC委員会は、現在1年生8名、2年生8名、3年生10名の総勢26名で、さまざまな活動を行っ
ています。現在は、コロナ禍でなかなか活動できずにいますが、以前は、子どもが集まるイベント
や高齢者施設の行事にボランティアとして参加していました。昨年は、茂原高等学校に一宮商業
高等学校と九十九里高等学校のJRCメンバーが集まり東南地区高校メンバー協議会を開催し、
新型コロナウィルス感染症や災害についてそれぞれの問
街頭募金の様子
題点と自分達にできる改善点を話し合い、その内容を発
表する勉強会を行いました。
1年生にJRC委員会に入った理由を伺ったところ、木村さんは、
「中学校の時に、アスモで募金活動を
やっているのを見ました。自分も高校に入ったらボランティアとして活動したいと思いこの委員会に入りま
した。」と話し、佐瀬さんは「中学3年生の時に、初めてボランティアの部活ができて活動を始めました。高
校に入ってもボランティア活動を続けていきたいと思いJRC委員会に入りました。」と話してくれました。
委員長の宮内さん（3年生）は、
「前年度は、コロナ禍により色々と活動ができなかった。今年度は、行動
制限が緩和されてきているのでそのなかでできる活動をやっていきたい。」と抱負を話してくれました。
JRC委員会は、街頭募金による共同募金運動への協力だけでなく、エコキャップ収集、子ども・高齢者
勉強会の様子
を対象とした行事への参加など、その活動は多岐にわたっています。

善意ありがとうございました
寄付金

●馬場 敏行 10,000円
●匿名 5件 14,390円

物

●もろぎぬの会 手づくり雑巾 50枚 ●カラオケ𠮷田 フェイスシールド 40個 ●吉田 美律子 布地 多数 ●丸 雅幸 もち米60kg うるち米30kg
●（一財）千葉県まちづくり公社 長生の森公園管理事務所 花苗 600ポット ●匿名 1件 タオル 50枚

品

●カラオケ𠮷田

16,390円

受付期間：令和4年6月1日〜令和4年8月31日迄（順不同、敬称略）

●千葉県生涯大学校 長生学友会

32,009円

●千村 文彦 10,000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。
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児童センターイベント案内
月

日

時

間

内

容

対

象【定 員】

12月 3日土

10：00～12：00

遊ぼう！楽しいクリスマス
（転がしドッジボール 他）

12月 6日火

10：00～11：00

ベビークリスマス会
（ふれあい遊び 他）

0～4歳児の親子

12月10日土

10：00～12：00

豊田の森のクリスマス
（ざぶとんレース 他）

小学生

12月11日日

10：00～12：00

あわてんぼうのクリスマス
（クラフト工作 他）

12月17日土

10：00～12：00

☆わいわい☆クリスマス
（ビンゴゲーム 他）

費

幼保年長児～小学生 20名
（年長児は保護者同伴）

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
中止または変更になる場合があります
用

連絡先および受付開始日

600円

五郷福祉センター ☎25-7880
10月30日日 9：00から電話受付

300円程度の
プレゼント持参

総合市民センター ☎24-9511
11月15日火 9：00から電話受付

20名

500円

豊田福祉センター ☎26-1105
11月9日水 9：00から電話受付

小学生

20名

650円

東郷福祉センター ☎25-5882
11月16日水～19日土
（定員を超えた場合は抽選）

小学生

20名

500円

二宮福祉センター ☎26-3740
11月20日日 9：00から電話受付

15組

※市内在住

秋のボランティア月間

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
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
11月16日

活動時間

活動場所

10：00〜12：00

総合市民センター

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

11月7日 （第1・3木曜日、随時）

10：00〜12：00

総合市民センター

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

11月16日 （第1・3水曜日）

13：00〜15：00

総合市民センター

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10・17・24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。

地区

活動日

活動時間

活動場所

中央・北部

11月 9日

13：00〜15：00

総合市民センター

豊田

11月 9日

13：00〜15：00

豊田福祉センター

本納・新治

11月 9日

13：00〜15：00

本納公民館

鶴枝・中の島

11月 9日

13：00〜15：00

鶴枝公民館

二宮

11月 9日

13：00〜15：00

二宮福祉センター

豊岡

11月 9日

13：00〜15：00

豊岡福祉センター

東郷

11月 9日

13：00〜15：00

東郷福祉センター

五郷

11月17日

13：00〜15：00

五郷福祉センター

西部

11月18日

13：00〜15：00

中央公民館

東部

11月21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

米寿のみなさまに記念写真を贈呈します

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
中止または変更になる場合があります

コロナ禍により、撮影の日程が変更になりましたこと深くお詫び申し上げます。あらためて下記日程で、米寿を迎えられた方を対象に無料で記念
写真を撮影します。

対象者

昭和8年9月17日〜昭和9年9月16日生まれの方

場

総合市民センター 及び 本納公民館（ほのおか館）

所

撮影日

11月19日 、20日

対象の方には、案内文を送付しますので撮影を希望される場合は、必ずお申し込みください。
【お問い合わせ・お申し込み】地域福祉課

☎23-1969
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介護保険 「こんな時どうするの？
！」

vol.9

安心できる事業所はどうやって選べばいいの？

介護保険は、利用者が自分に必要なサービスや事業所を選択してサービスを利用します。
サービスを利用する場合、どのようなことに気を付けて事業所を選んだらよいのでしょうか。

チェックポイント

どのようなサービスを利用するかなどが書かれた書類
（重要事項説明書）を受け取りましたか。
日曜日や年末年始、早朝や夜間など、あなたが利用
したいときにサービスは受けられますか。
質問や要望はよく聞いてもらえますか。
サービスの予定の変更や担当者の変更を希望する時、
希望に沿うよう、できる限り対応してくれますか。

介護保険が利用できるサービスと利用できないサービスについて、説明は
ありましたか。
苦情がある時や緊急時の対応は、明記されていますか。
事故が起きた時の対応やどのような補償がされるか、確認できていますか。

契約をやめるとき、どうすればいいのかわかりやすく説明はされましたか。
スタッフの言葉遣いや態度は丁寧で気持ちの良いものですか。
利用者や家族のプライバシーは守られていますか。

より良い介護サービスを受けるためには、信頼できる事業所選びが重要です。実際に契約する際には、サービスの内容についてしっかり
確認しておきましょう。利用してみて不満がある時には、事業所の変更もできます。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。
以上、介護保険の内容について、お伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか？
9回にわたり記事を掲載してきましたが、今回で終了となります。介護保険の利用を考えた時の参考になれば幸いです。
【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

Information 〜みんなで参加してみよう〜
クリスマスを飾ろう！〜トピアリーをとじ込めて〜

豊田福祉センターイルミネーション
トゥインクル★TOYODA

【日時】12月4日 9：30〜11：30
【内容】額縁の中にクリスマスを彩るトピアリーを飾ろう
【対象】市内在住・在校・在勤者（高校生〜一般）
【定員】20名（先着順） 【費用】1,000円（材料代）
【申込】10月17日 9：00〜（電話受付）
【お問い合わせ・お申し込み】東郷福祉センター

☎25-5882

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
中止または変更になる場合があります

【日時】11月26日 〜12月25日
17:30〜19:00まで
※ソーラーライトのため天候により点灯しない
場合があります。
※写真はイメージです

【お問い合わせ】豊田福祉センター

☎26-1105

就職やスキルアップにハロートレーニング（公的職業訓練）を活用してみませんか
ハロートレーニングは、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識を習得することができる公的制度です。
訓練コースは、事務実務、IT、製造、介護、デザイン、システム開発、CADなど、様々な分野があります。
受講料は無料です（テキスト代等の自己負担あり）。ただし、一部のハロートレーニング（在職者または学卒者向け
コース）は有料となります。また、一定の要件を満たす場合、訓練受講中の生活支援のための給付制度があります。
詳しくは、下記お問い合わせにご相談ください。
【お問い合わせ】ハローワーク茂原

☎25-8609

相続税専門税理士

相続税のミカタ
稲川善文税理士事務所 ℡ 080-7349-0699

ミ 皆様の想いを円満相続
カ 家族で仲良く円満相続
タ 大切な資産を円満相続

初回相談無料
土日祝日対応可

HPはこちら

▲

税理士 稲川 善文（茂原市出身）
千葉市緑区おゆみ野有吉15-4

相 続 税 専 門 税 理 士が
円 満 相 続の実 現を
サポートいたします！

出張相談OK

茂原市社会福祉協議会 法人会員、
千葉市社会福祉協議会 賛助会員

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4年月9月19日 〜10月31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3年・令和4年度産［玄米可］）

【受付窓口・お問い合わせ】総務課 ☎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

ハロートレーニングの 訓 練
コース等は、千葉労働局ホー
ムページでも確認できます。

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

