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住民参加による地域福祉活動を推進します
〜平成28年度事業計画・予算〜
平成 28 年度予算の要旨

平成 28 年度の事業計画及び予算が、
評議員会（3
月 28 日開催）において承認されました。
君津市社会福祉協議会では子どもから高齢者ま
で、全ての世代の住民が安心して暮らすことがで
きるよう「いつまでも住み続けたい 支え合いの
まち きみつ」の実現にむけて住民参加による地
域福祉活動を、より活性化させてまいります。
主な事業計画
は下記のとおりで
す。ま た、予 算 の
内容は右表のとお
りです。

本年度
事業活動収入

218,783

事業活動支出

219,002

221,265

△ 2,263

△ 219

△ 1,250

1,031

施設整備等収入

0

1,159

△ 1,159

施設整備等支出

300

2,356

△ 2,056

施設整備等収支差額②

△ 300

△ 1,197

897

その他の活動収入

21,603

24,791

△ 3,188

その他の活動支出

25,465

27,893

△ 2,428

△ 3,862

△ 3,102

△ 760

2,655

2,705

△ 50

△ 7,036

△ 8,254

1,218

前年度繰越金⑥

17,036

17,754

△ 718

次年度繰越金⑤＋⑥

10,000

9,500

500

事業活動収支差額①

その他の活動収支差額③
予備費支出④
当期資金収支差額⑤
（①＋②＋③−④）

日常生活のいろいろな困りごとの相談に
応じ支援します
・歩行困難な方へ車いすや福祉車両の無料貸出し
・日常生活の悩みや心配ごとなどの相談窓口開設
・高齢者や障害者などの財産管理や福祉サービス利用
援助等の支援
・低所得世帯や障害者世帯等への医療費や学費などの
貸付 等

だれもが安心して、自分らしく
暮らせるように応援します
そつじゅ

・卒寿（90歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈
・ひとり親家庭を対象にした日帰りバスハイクの実施
・老人クラブや障害者団
体などの活動支援・援助
・子どもの一時預かりや
学童クラブへの送迎
・ケアマネジャーやホー
ムヘルパーによる在宅
介護の支援 等

（単位：千円）
前年度
増減
（補正後）
220,015
△ 1,232

地域の福祉活動を担う人材を
育成・支援します
・小中学校で行う福祉学習の取り組み支援
・福祉の標語コンクールの開催
・ボランティアに関する相談や支援
・災害発生時を想定した災害ボランティアセンター
運営訓練の実施
・地区社会福祉協議会の活動支援 等

福祉情報を発信するとともに
福祉イベントを開催します
・広報紙「福祉きみつ」の発行
・君津市社会福祉大会の開催
・健康と福祉のふれあいまつり開催 等

福祉施設の管理運営をしています
・君津市社会福祉センター「きみつ偕楽園」
・君津市地域福祉推進センター「ゆうゆう館」
・君津市福祉作業所「ふたば園」
「ミツバ園」

事業計画及び予算の詳細はホームページで公開しています。 君津市社協

検索
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君津市

君津市社会福祉協議会

お役立ち 情報

ふれあい相談室では、住民の皆さまの抱えるさまざまな悩みや
問題の相談に応じて解決に向けた援助を行っています。
料金は無料で、秘密は厳守いたします。気軽にご利用ください。
・心配ごと相談（専任相談員） 月〜金曜日 午前9時〜午後4時
・心配ごと相談（民生委員児童委員）
君津地区：第2・第4木曜日 午後1時〜午後4時
君津地区以外：行政の市民相談日にあわせて各地区公民館で開催 午後1時〜午後4時
・法律相談（弁護士） 第1火曜日・第3金曜日 ※要予約
・こころの相談（カウンセラー） 第2・第4水曜日・第3火曜日 午後1時〜午後3時 ※要予約
申 問 君津市ふれあい相談室 ☎55−0444

れあい

ふ

相談室

板
言
伝
報
情

あなたも協力会員になってみませんか？
育児サポート講習会のご案内

君津市ファミリーサポートセンターでは新しく協力会員
（育児の援助を行う方）を対象に、子育てに関する知識と、
安全な援助を習得するための講習会を開催しています。
民生委員・児童委員、主任児童委員
日時 5月18日（水）午前9時30分〜午後4時30 分
をご存じですか？
5月20日（金）午前10時〜午後4時
5月23日（月）午前9時30分〜正午
5月12日は「民生委員・児童委員の日」です
※全ての日程にご参加ください。
大正6（1917）年5月12日に民生委員制度の前身
場所 保健福祉センター「ふれあい館」２階
となった岡山県済世顧問制度が創設されたことから
コミュニティーホール
「民生委員・児童委員の日」と定められています。
内容 保育の心、小児看護の基 礎など
民生委員・児童委員、主任児童委員（以下、民生委
★ファミリーサポートセンターとは?
員）は、皆さんと同じ地域に住む住 民が、厚生労 働
育児の援助を受けたい方（利用会員）と育児の援助を行
大臣から委嘱を受け、見守り活動や地域福祉活動に
う方を会員として組織し、安心して子育 てのできる地 域作
取り組んでいます。
りに取り組んでいます。
生活のことや福祉に関することで、お困りのこと
申 問 君津市ファミリーサポートセンター ☎57−2252
があれば、民生委員までご相談ください。民生委員
は、守秘義務が課せられていますの
で、お話しいただいた内容が外に漏

第10回君津地域ストーマケア
講習会のご案内

テーマ ストーマ用装具、効果的なアクセサリーの使い方
日時 平成28年5月28日（土）
午後0時30分〜午後3時
場所 君津市保健福祉センター２階コミュニティーホール
主催 オストメイト三津友 会（君津 4市の 人工肛 門・膀胱
造設者の会）
講師 皮膚・排泄ケア認定看護師（君津中央病院）
中島 香寿代 氏
定員 70名迄
参加費 無料
申込 下記連絡先へはがきでお申込みください。
〒299−1151 君津市中野5−8−39
神谷 守 宛
問 神谷 ☎52−5599

れることはありません。
問 君津市社会福祉協議会
☎57−2250

千葉県介護支援専門員実務研修
受講試験の実施について
日時 平成28年10月2日（日）午前10時〜正午
受験資格 医療・保健・福祉分野の有資格者などで一
定期間以上の実務経験のある方
申込書配布場所 各市町村介護保険担 当課、各市町
村社会福祉協議会等
申込受 付期間 平成28 年5月2 5日（水）〜6月3 0日
（木）最終日消印有効
簡易書留による郵送受付のみ
問 千葉県社会福祉協議会
☎043−204−1610 FAX 043−241−5121
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ボランティアひろば
平成28年度 ボランティア事業年間計画
・5月・9月 …飛び入りボランティア体験講座
・7月 ………高校生介護体験学習
・10月 ……健康と福祉のふれあいまつり
・12月 ……ボランティアと障害者との研修・交流会
・29年2月 …君津市ボランティアの集い
・ボランティア養成講座（秋頃を予定）
・災害ボランティアセンター運営訓練

・切手整理ボランティア活動（年に２回を予定）
・市内小学校での福祉体験学習支援
・赤い羽根共同募金のイベント募金活動
（10月〜12月）
詳細はその都度「ボランティアひろば」
「君津市社
会福祉協議会ホームページ」に掲載します。

ボランティア募集中！
ボランティアと障害者との研修・交流会
実行委員を募集します!！
ボランティアと障害者が一堂に会し、お互いの交流
の場と情報交換を目的に実施しています。実行委員と
して参加しませんか？
実行委員の活動内容
・実行委員会への参加（7月から5回程度、平日昼間に
開催）
・イベントの企画や広報活動
・当日の会場設営、プログラム運営 など
申 問 君津市ボランティアセンター

販売ボランティア募集！
内容 販売・接客・知的障害のある就労者の支援
日時 毎月第2・第4水曜日
午前11時15分〜午後0時45分
※定期的に活動できる方
活動場所 君津市役所1階ロビー
募集人数 1名
申 君津市ボランティアセンター

ボランティア連絡協議会運営委員を募集します!！
ボランティアグループと個人ボランティアで運営さ
れている団体です。運営委員会や懇談会、ボランティ
アのつどい等行事を通してボランティア同士の交流が
でき、情報交換や協力し合うこともできます。1つのグ
ループ、1人のボランティアではでき
ないことも他のボランティアと連携
することで、今までとは違う活動が
可能になります。会議は月一回。一緒
に企画・運営してみませんか。

ボランティアに関する相談、
『ボランティアひろば』
についてのお問い合わせ

♪介助ボランティア大募集♪
障害のある方たちと一緒に活動をしてくれるボラン
ティアさんを募集しています!!（ボウリングやプールで
の見守り、イベント行事での介助支援 などなど…）
問 君津市ボランティアセンター

収集ボランティア
小さなお子さんからお年寄りまで、誰もが参加でき
るボランティア活
動です。
君 津 市 ボラン
ティアセンターで
は下 記 の収 集 を
行 い 、本 会 貸 出
用 車 いすの 購 入
切手整理ボランティア活動
や、ボランティア
活動に関する備品の購入等に活用します。
・使用済み、未使用の切手
・プルタブ
・書き損じ、未使用ハガキ
・使用済みカード
（テレフォンカード、図書カード、クオカードなど）
収集場所 君津市ボランティアセンター（保健福祉セ
ンター3階）へお持ちください。
●その他にもいろいろな活動があります♪
保育、福祉施設でのイベント時のお手伝い、高齢者
施設で演芸披露（歌、踊り、演奏など…）
関心のある方はボランティア登録をお願いします。
詳しくは…
申 問 君津市ボランティアセンター

君津市社会福祉協議会内 君津市ボランティアセンター
君津市保健福祉センター3階
開設日 月〜金（祝祭日除く）
開設時間 午前9時〜午後5時
☎0439−55−0294 FAX 0439−55−0099
volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp
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【万事会（よろずかい）】

私たちは、ボランティアに興味・関心のある高校生の
有志が中心となって平成 27 年 10 月に立ち上げたボラ
ンティアグループの万事会です。
この会は、自分たちがボランティア活動に参加した時
に、色々な人たちとふれあう中で「人の役に立つことの
素晴らしさ」を知り、もっと幅広く活動を展開したいという思いから、同
じ意志のある仲間たちを誘い、会を立ち上げました。
若い力で地域を支えます！
最近では、障害者団体のハイキングやクリスマス会などの行事のお手伝
いをさせていただきました。その時はとても楽しく活動することができ、また、依頼者の方々や参加者の方々に笑
顔で楽しんでいただき、次の行動への原動力となりました。
万事会には「7 つの決め事」があります。
1、
人を楽しませる事
2、
自分も楽しむ事
3、人との繋がりを大切にする事
4、時と場合を考える事、
5、
どんな事にも挑戦する事
6、
言葉遣いを守る事
7、メンバーの仲を大事にする事。
私たちはこの言葉を胸に色々なボランティア活動に挑戦したいと考えています。
万事会は、学校に関係なく、高齢化社会を支えていくため、地域福祉の活性化のために、活動に参加してくれる仲間
を募集しています。興味関心のある方はご連絡をお願いします。 問 君津市ボランティアセンター ☎55-0294

君津市立外箕輪小学校
やなぎさわ

も も

6年 柳沢 百萌
外箕輪小学校では、各学年
で親子学習会を行っていま
す。私の学年では、５年生で
車いす体験や点字に触れる体
験等を通して、視覚や体の不
自由な人の立場を考える学習
をしました。この他、４〜６
星野富弘さんの作品を鑑賞して。
年生で行った「心の授業」で
は、星野富弘さんの詩画を鑑賞し、首から下が自由に動かない体
で、世の中の人に感動を与えるたくさんの作品を描いていること
を知って、すごいと思いました。私もくじけそうになった時、友
達に助けてもらい、なんとか乗り越えることができました。富弘
さんは、大きなけがでもくじけずに挑戦しているという話を聞き、
私も外箕輪小学校の友達と一緒に、富弘さんのように、強くたく
ましい人になれるよう頑張りたいです。

白伺 ( はくじょう）

白伺は、視覚障害者
が安全に歩くために活
用する補助具です。右
の写真のように白伺を
運足の前方に出し、路面を触れることで、
前方に足が踏み出せることを確認できま
す。また、身体の前方に構えることで、直
接身体が障害物に衝突する危険性を回避す
ることができます。そして、周囲には視覚
障害者であることが分かるので、周囲の援
助が自然に受けられやすくなり、また、自
動車の運転手は徐行し、安全への配慮が得
られやすくなります。
出典：見えない・見えにくい方のた
めの支援器具 ガイドブック（国立
塩原視力障害センター作成）

？読 者 ク イ ズ ？

君津市社会福祉協議会で行っている各種相談をしているところを何とい
うでしょうか？
答え ①なんでも相談室
②ふれあい相談室
③なかよし相談室
◆応募方法◆ 住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、クイズの答え、
福祉きみつを読んだ感想を明記し社会福祉協議会へお送りください。
正解者の中から抽選で５名の方にプリペイドカードをプレゼントします。
当選者の氏名は次号で発表します（応募締切＝ 5 月 20 日）
◆第182号解答◆ Ｑ．介護支援専門員の通称は？Ａ．①ケアマネジャー
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 当選者
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
小林克雄さん、野田隆さん、鹿島捷吾さん、小石川實さん、石川春恵さん

善意ありがとうございます
平成27年10月1日から
平成28年3月31日
〈社会福祉協議会一般寄付〉
円如寺桔伷友の会様、株式会社おどや様、
君津香木原カントリークラブ様、君津市
管工事業協同組合様、君津市農業協同組
合様、君津プラチナライオンズクラブ様、
毛糸玉サークル様、サン・ラポール南房
総入居者一同様、笑話会様、すずめ同好
会様、寺本實様、ハッピーバウム様、藤
本全道様、ユニー株式会社アピタ君津店
様、匿名 11 件
（順不同）

