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日帰りバスハイクを楽しもう！日帰りバスハイクを楽しもう！

障害児者日帰りバスハイク ひとり親家庭日帰りバスハイク

　君津市社会福祉協議会では、障害児者と同居のご家族、また、ひとり親家庭の方々を対象に、参加者どうしの交
流の機会として「日帰りバスハイク」を実施します。
　今年度は下記のとおり「障害児者」と「ひとり親家庭」のバスハイクを別日に実施いたします。参加を希望される
方はふるってご参加ください。

電話、メールまたはファックスにてお申し込みください。
申 問   君津市社会福祉協議会　　☎ 57－2250　FAX 54－2941 　mail@kimitsu-shakyo.or.jp
※乗車場所・時間については、後日参加者にお知らせいたします。

期　日　平成28年9月18日（日）雨天実施
　　　　君津市内出発は午前8時頃
　　　　帰着は午後6時頃を予定
行き先　お台場（日本科学未来館・ダイバーシティ

東京）と観光船での東京湾周遊
（ 天候等により、内容が変更になる場合が
あります）

対　象　市内在住の障害児者と同居のご家族
定　員　140名（定員になり次第締め切ります）
参加費　昼食代は含まれません　
　　　　中学生以上 2,000円
　　　　小学生 1,000円
　　　　幼児 無料
昼　食　お台場で自由食となります
申込期間　8月  1日（月）午前9時30分から
　　　　　8月17日（水）午後4時まで
※ 介助や見守り等でボランティアが必要な方はご相談
ください。
※ 車いすのまま乗降できるリフト付きバスも使用しま
す。

期　日　平成28年8月28日（日）雨天実施
　　　　君津市内出発は午前8時30分頃
　　　　帰着は午後5時30分頃を予定
行き先　地下鉄博物館見学とカップヌードルミュージ

アム見学及びチキンラーメン手作り体験
対　象　市内在住のひとり親家庭の親子（その他同居

の家族は除く）
定　員　40名（定員を超えた場合は抽選となります。

抽選結果は8月15日頃通知します。）
参加費　昼食代・見学料を含みます　
　　　　中学生以上 3,000円
　　　　小学生 1,800円
　　　　3歳以上 600円
昼　食　夏休みランチバイキング
申込締切　8月10 日（水）午後4時まで
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」で東京湾を周遊　　

チキンラーメンを手作りしよう！

参加者募集！
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日常生活における、
いろいろな困りごとの相談援助

・歩行困難な方へ車いすの無料貸し出し 168件

・日常生活の悩みや心配ごとなどの相談窓口開設
　心配ごと相談（民生委員・専任相談員） 163件
　法律相談（弁護士） 115件
　こころの相談（カウンセラー） 117件

・ 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 246件

福祉活動を担う人材の育成
・小学校で行う福祉学習の取り組み支援 14校
・ 小中学生を対象とした福祉の標語コンクールの
開催 応募者　1,823人

・ 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 参加者　36人

・ ボランティアに関する相談や支援
 ボランティア登録者　2,447人

　平成27年度事業報告及び決算報告は、平成28年5月27日の評議員会において承認されましたので、ここ
に報告をさせていただきます。皆さまのご支援ご協力をいただき、計画どおり事業を実施することができま
した。誠にありがとうございました。
（紙面の都合上、抜粋での報告となりますのでご了承ください）

平成27年度　事業報告及び決算報告

「支えあい」「助けあい」による「支えあい」「助けあい」による
福祉のまちづくりを推進福祉のまちづくりを推進

子育てサロン「たけのこ広場」

地区社会福祉協議会が行う活動の支援
　主な事業は、敬老会・ひとり暮らし高齢者の見
守り・子育てサロン・防犯パトロールなど

福祉情報の発信と福祉イベントの開催
・広報紙「福祉きみつ」の発行　年4回
・ホームページでの情報提供
・健康と福祉のふれあいまつりの開催

健康と福祉のふれあいまつり
君津市社会福祉協議会
マスコットキャラクター
「ほのぴー」

皆さまのご協力
ありがとう

ございました！
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だれもが安心して、
自分らしく暮らせるまちづくりの推進
・卒寿（90歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈
 　292人
・ 障害児者及びひとり親家庭を対象にした日帰り
バスハイクの実施 159人
・ ファミリーサポートセンター事業による子ども
の一時預かりや学童クラブへの送迎 603件
・あんしん事業による家事支援や通院介助
 1,270件

福祉施設の管理運営
・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」

資金収支計算書
収入の部 （単位：円）

科目 決算額
会費収入 12,988,900 
寄附金収入 2,764,175 
経常経費補助金収入 85,655,379 
受託金収入 65,559,318 
貸付事業収入 1,016,000 
事業収入 1,877,450 
介護保険事業収入 44,624,785 
受取利息配当金収入 12,254 
その他の収入 116,580 
施設整備等補助金収入 1,158,300 
積立資産取崩収入 4,912,052 
その他の活動収入 11,100 
前年度繰越金 17,796,324 

収入合計 238,492,617 

支出の部 （単位：円）
科目（サービス区分） 決算額

法人運営事業 78,102,041 
企画・広報事業 1,940,271 
地区社協活動推進事業 4,826,448 
共同募金配分事業 14,009,760 
市社会福祉委託事業 13,975,055 
社会福祉センター運営事業 11,733,914 
福祉作業所ふたば園運営事業 13,583,613 
福祉作業所ミツバ園運営事業 13,889,660 
住民参加型ホームヘルプ事業 7,471,111 
ボランティア活動推進事業 989,800 
日常生活自立支援事業 4,476,401 
生活福祉資金貸付事業 5,803,564 
ふれあい資金貸付事業 930,000 
ふれあい相談事業 1,265,272 
訪問介護事業 20,145,239 
居宅介護支援事業 19,580,635 
地域福祉推進センター運営事業 1,237,000 
次年度繰越金 24,532,833 

支出合計 238,492,617 

貸借対照表
平成28年3月31日現在 （単位：円）
資産
１．流動資産 43,722,182 
・現金預金 36,602,950 
・事業未収金 7,119,232 
２．固定資産 127,870,643 
・基本財産 1,000,000 
・その他固定資産 126,870,643 
　建物 2 
　車両 1,816,944 
　器具備品 303,770 
　貸付金 206,000 
　退職積立資産 49,920,365 
　積立金 74,572,552 
　その他 51,010 
資産合計 171,592,825 

負債
１．流動負債 25,353,776 
・事業未払金 14,415,050 
・未払費用 3,496,315 
・預り金 800 
・職員預り金 1,277,184 
・賞与引当金 6,164,427 
２．固定負債 49,920,365 
・退職給付引当金 49,920,365 
負債合計 75,274,141 
純資産
１．基本金 100,000 
２．国庫補助金積立金 1,142,180 
３．積立金 74,572,552 
４．次期繰越活動増減差額 20,503,952 
純資産合計 96,318,684 
負債・純資産合計 171,592,825 

事業報告及び決算報告の詳細は
ホームページで公開しています。

検索君津市社協

地域の福祉を支える　賛助会員ご加入のお願い地域の福祉を支える　賛助会員ご加入のお願い
賛助会費は、住民相互の助けあい・支えあいを基本とした地区社会福祉協議会活動や君津市社会福祉協議会
が実施するさまざまな事業に活用されています。
●賛助会員（会費）1 口　1,000円　　申 問   君津市社会福祉協議会　☎57－2250

◀君津市福祉作業所
「ふたば園」
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君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

日時　平成28年10月29日（土）から
 平成29年2月4日（土）
 （毎週）月・木曜日 午後6時～午後8時30分
 （毎週）土・日・祝 午前9時～午後5時
募集人員　20名（先着順）
受講料　40,000円
 （教材代として別途7,000円必要）
受付時間　月曜日～金曜日（午前9時から午後5時）
申   望みの門福祉学校　☎87－9381

受講生募集
介護職員初任者研修養成講座

期日　平成28年10月15日（土）
会場　君津市保健福祉センターふれあい館

健康と福祉のふれあいまつり

情報伝言板

日程　平成28年9月25日（日）
　　　受付　午前10時から
　　　開会式　午前10時30分
　　　閉会式　午後2時30分
場所　君津グラウンドゴルフ場
　　　（雨天時、君津市役所5階会議室）
参加費　一人200円（保険料・お茶・賞品等）
　　　　※昼食は各自持参
問   君津市障がい者団体連合会
　　神

こ う や

谷　☎52－5599

第7回君津市障害者グラウンドゴルフ大会

１．福祉サービスの利用をお手伝い
します

〔福祉サービス利用援助〕 
●福祉サービスについての情報提供を行
います
●福祉サービスの利用開始や中止に必要
なことを一緒に考えながら手続きをし
ます
●福祉サービスの苦情解決制度利用に関
する手続きをお手伝いします

２．お金の管理をお手伝いします
〔財産管理サービス〕 
●医療費や税金､公共料金等の支払いを
お手伝いします
●通帳から生活に必要なお金を払い出し
てお渡しします

３．大切な書類や印鑑などをお預かり
します

〔財産保全サービス〕 
●年金証書や預貯金通帳、不動産権利証
書、契約書類、印章（はんこ）などを
預かり、大切に保管します

問  きみつ後見支援センター
　  ☎55－0454

　「きみつ後見支援センター」では、日常生活を送る上で､十分な判断が
できない方や、体の自由がきかない方が地域で安心して生活できるよう
に支援するところで、次のようなサービスを行っています。

こんなとき社会福祉協議会をご利用ください！
「きみつ後見支援センター」

職種・定員　一般事務　1人
受験資格
　次の事項を全て満たしている方（必須ではないが、社会福
祉士または手話通訳士の資格を有する方が望ましい。）
(1) 社会福祉主事任用資格を有する方、又は取得見込み
の方（三科目主事を除く。）

(2) 昭和56年4月2日以降に生まれた方
（長期勤続によるキャリア形成を図るため。）

(3) 普通自動車免許取得者
試験日　　9月25日（日）
試験会場　君津市生涯学習交流センター
受付期間　7月15日（金）から8月31日（水） 
申 問   君津市社会福祉協議会　☎57－2250

社会福祉協議会の職員を募集 平成29年
4月1日
採用

　地域ぐるみで高齢者を顕彰することを目的に開催してい
る、秋の恒例イベント「敬老会」を、今年も8地区で開催します。
問 君津市社会福祉協議会　☎57－2250

地区敬老会へお越しください！

〈9月開催地区〉
君津南地区
　期日：9月17日（土）
　会場：生涯学習交流センター

上総地区
　期日：9月24日（土）
　会場：松丘小学校

〈10月開催地区〉
君津東地区
　期日：10月1日（土）
　会場：八重原公民館
小櫃地区
　期日：10月2日（日）
　会場：小櫃公民館
君津西地区
　期日：10月2日（日）
　会場：周西公民館

清和地区
　期日：10月4日（火）
　会場：清和中学校
小糸地区
　期日：10月23日（日）
　会場：中小学校
君津中地区
　期日：10月29日（土）
　会場：君津中学校
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ボランティアひろばボランティアひろば

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

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

施設ボランティア募集!!
活動先
社会福祉法人　たむかい
特別養護老人ホームあんしん
君津（君津市愛

あ た ご

宕162－1）
活動内容
①話し相手②将棋の相手
活動日時　応相談（不定期でも可）
その他　施設まで自力で行ける方
①②可能な活動をお伝えください。
問 ☎27－0023　担当：篠崎
申 君津市ボランティアセンター

自閉症児・者のハイキングサポート
ボランティア募集
日時　平成28年9月18日（日）午前9時～午後3時予定

雨天中止（悪天候が予想される場合、前日正午
に決定します）

場所　千葉県清和県民の森（君津市豊英660）
内容　自閉症児・者のハイキング時のサポート
持ち物　リュック・運動靴・軍手・飲み物等
申込締切　8月25日（木）
その他　・ 現地集合、解散が可能な方

・食事、昼食時の飲み物はこちらで用意します
・詳細は追って連絡いたします
・ 自閉症・障害者に詳しい専門家の方もいま
すので、安心してご参加ください

申 問 君津市ボランティアセンター

参加者募集
　君津市ボランティア連絡協議会と
木更津市ボランティア連絡協議会と
の交流会を行います。
日時　8月26日（金）午前9時～午後3時
会場　木更津市民総合福祉会館
　　　（木更津市潮見2－9）
申込締切　8月22日（月）
バス出発時間　きみつ偕楽園　9時10分
　　　　　　　君津市役所北側駐車場　9時30分
参加費　無料
※詳細はお問い合わせください。
申 問 君津市ボランティアセンター

ボランティア仲間を募集中
音訳の会「さざなみ」
音訳って…？
　視覚障害者のため
に、書いてあること
を声に出して読むこ
とです。
活動内容　広報きみ
つ・福祉きみつ・本
の音訳・録音・編集等
主な活動日　・毎月第1・3水曜日　・月末収録日
　現在26名にて活動中です！特別な技能は必要あり
ませんが、一緒に勉強して仲良く活動できる仲間を募
集しております。
問 君津市ボランティアセンター

必ず活動前にボランティアセンターにてボランティア登録をお願いします

ボランティア募集中！ボランティア募集中！

　視覚に障害のある方と接するときの、ちょっとした工夫や、外出をするときの支援方法を学
び、視覚障害者の生活をお手伝いしませんか？
日時　平成28年9月1日（木）午前10時～午後3時（午前9時30分から受付）
会場　君津市保健福祉センター（久保3－1－1） ふれあい館2階　コミュニティーホール
内容　ガイドヘルプについての講義や演習
参加費　無料　　　定員　30名
申込締切　8月19日（金）
対象　君津市在住、在勤でボランティア活動に関心のある方
 君津市ボランティアセンターに登録のガイドヘルプボランティアとして活動している方
その他　昼食をご持参ください。
申 問 君津市ボランティアセンター

視覚障害者の外出をサポート！　ガイドヘルプボランティア養成講座
ガイドヘルプとは
　一人では外出が難しい
視覚障害者に付き添って
歩行の介助や誘導をする
活動です。
　買い物、旅行、コン
サートに行くなどの屋外
での活動のサポートをし
て、活動の範囲を広げる
お手伝いをします。
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熊本地震に対する熊本地震に対する
義援金のご協力義援金のご協力

ありがとうございましたありがとうございました

読 者 ク イ ズ

男の料理サークル“かぼちゃ会”
　平成9年（2007）に結成。現在、会員は14名（男
性10名、女性4名）で、毎月第4金曜日に貞元コミュ
ニティセンターにて活動しています。
　かぼちゃは、見かけは悪いが、みんなで作って食
べるとおいしい、という思いを込めて“かぼちゃ会”
と命名しました。

　活動の目玉「手打ちうどんづく
り」は、市内外の施設などからの
依頼を受け、先方に出向き、一緒に
手打ちうどんをつくることによって交流を図り、楽しさを共有する場になってい
ます。
　男の料理サークル“かぼちゃ会”では、お住まいや性別に関係なく、楽しく一緒
に活動してくれる仲間を募集しています。
　料理のできない男性の方も大歓迎です。仲間づくりと生きがいづくりのため、
一緒に活動してみませんか？
　問君津市ボランティアセンター　☎55－0294

　君津中学校は、君津市内で一番大きな学校で全校生徒は567人
の活気あふれる学校です。あいさつはもちろん、各行事ごとに
全校が一丸となって盛り上がれる他校に負けない団結力がありま
す。また、誰かが困っているときは助け合う、人の気持ちがわか
る思いやりのある生徒ばかりです。君津中学校二大行事の体育祭
や合唱コンクールでは、毎年とても感動的なものとなっていま
す。さらに生徒会本部・専門部会が連携して行っているあいさつ
運動・エコ活動、全校生徒が参加する地域の美化活動「学区ク
リーン作戦」や今年度行った「熊本地震義援金の募金」などの活
動に、多くの君中生が本気で取り組んでいます。
　最後に、君津中学校には先輩方が築きあ
げてくださった良き伝統と共に、熱心に指
導してくださる先生方、そしていつでも全
力な君中生がいます。私たちは、こんな君
津中学校が大好きです。

「義援金」と｢支援金｣の違いは？
　「義援金」は、基本的には被災者に配分
される仕組みになっています。赤十字、赤
い羽根共同募金、自治体、TV局等が受け皿
となって一括して集め、義援金配分委員会
が設置されて、寄付金の100％が被災者へ
の見舞金等になることになっています。
　「支援金」は、支援団体を通じて現場で
活動している、災害支援NPO／NGOに対
する活動資金等に使われます。
　これには
 １ ）被災地の実情に合わせて、必要な支
援活動に各団体が柔軟にお金を使える

 ２ ）寄付者が、自分たちの代わりに支援
活動を行ってくれている人々を応援で
きるという特徴があります。

平成28年4月18日から平成28年6月30日
まで
　お寄せいただいた義援金は熊本県共同
募金会及び大分県共同募金会を通じ、被
災された方々を支援するためにお届けい
たします。

君津市と君津市社会福祉協議会が主催する「健康と福祉のふれあいまつ
り」実施日と会場はどこでしょうか？
①10月15日（土）　君津市保健福祉センター　ふれあい館
②10月16日（日）　君津市生涯学習交流センター
③11月15日（火）　君津市民文化ホール
◆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＝8月19日）。
◆第183号解答◆ Ｑ．相談室の名前は？　Ａ．②ふれあい相談室
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

岡村洋一さん、吉田けい子さん、戸村広道さん、及川一郎さん、石川菜々美さん

総額334,679円

君津市立君津中学校君津市立君津中学校

生徒会長 3年 宮
み や の

野　舞
まい

今回はそば打ちに挑戦しました今回はそば打ちに挑戦しました

いつも楽しく活動していますいつも楽しく活動しています
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