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第45回君津市社会福祉大会を開催します
「いつまでも住み続けたい支えあいのまち」をめざして

　長年にわたって社会福祉活動の推進と発展に功労のあった方々を顕彰し功績をたたえるとともに、君津市の社会
福祉の更なるの発展を図ることを目的に「第45回君津市社会福祉大会」を開催します。
　ご家族やご友人お誘いあわせて、是非お越しください。
問  君津市社会福祉協議会　☎57−2250

期　日　平成29年1月26日（木曜日）
会　場　君津市民文化ホール中ホール
主　催　君津市
　　　　社会福祉法人君津市社会福祉協議会
　　　　千葉県共同募金会君津市支会

開催日程
受　付　午後0時30分～午後1時15分
式　典　午後1時15分～午後2時35分
　　　　・福祉事業功労者に表彰・感謝状の贈呈
　　　　・福祉の標語コンクール入賞者に表彰状の贈呈
発　表　午後2時35分～午後3時05分　 　　
　　　　清和地区社会福祉協議会による意見体験発表

記念講演　午後3時05分～午後4時35分
　　　　演　題　ガッテン流！
　　　　　　　　元気で長生きできちゃう

裏ワザ教えます
　　　　講　師　北

き た お り

折 一
はじめ

 氏

閉　会　午後4時35分

※ 正午～午後4時45分まで、ロビーで社会福祉施設等の作
品展示・販売を行います。

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」

入場料 無料
どなたでも自由に
ご来場ください

講師紹介

講師　北
き た お り
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 氏
元NHK科学・環境
番組部専任ディレク
タ ー ／ 「 た め し て
ガッテン」演出担当
デスク

昭和62年  名古屋大学文学部（社会学専
攻）卒業後、NHKに入局。

平成7年  「ためしてガッテン」立ち上
げに参加。以来「NHKスペ
シャル」1本を除き、丸18年
間、一貫してガッテンの制作
にあたる。

平成25年 NHK退局。
現在は主に健康教育の分野で「人々のより
よい生活のお手伝い」を目指し、講演や執
筆活動など幅広く活躍されている。
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　子育ての手助けを行いたい方（協力会員）と、子育ての手助けを受けたい方（利用会員）が会員となり、安心して
子育てができるように支援する有償の相互援助活動です。

利用会員の声 　　　　　　　 協力会員の声

現在の会員数（9月末現在）
　協力会員47名　利用会員126名　両方会員12名　合計185名

地域ぐるみの子育て支援 ～君津市ファミリーサポートセンター～

　君津市社会福祉協議会では、歳末たすけあい募金を財源
として歳末たすけあい見舞事業を実施します。対象は君津
市内に在宅で生活し、下記に該当する方々です。
①身体障害児者
　（身体障害者手帳１・２級程度の重度身体障害児者)
②知的障害児者
　（療育手帳Ⓐ、Aの１、Aの２程度の重度知的障害児者）
③精神障害者
　（精神障害者保健福祉手帳１級程度の重度精神障害者）
④寝たきり高齢者
　（６５歳以上で６か月以上寝たきりの状態にある方）
⑤両親不在の児童（１８歳未満の両親不在児童）
　詳しくは君津市社会福祉協議会、またはお住まいの地域
の民生委員にお問い合わせください。
問	君津市社会福祉協議会	☎57－2250

歳末たすけあい見舞金のお知らせ 情報伝言板

日時　平成２８年１１月１２日（土）
　　　午後１時～午後４時（午後０時３０分から受付）
会場　幕張メッセ国際会議場コンベンションホール

ほか
　　　千葉市美浜区中瀬２－１
問		社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
	 千葉県福祉人材センター
	 ☎043－222－1294　FAX	043－222－0774

平成２８年度 第２回
｢福祉の仕事就職フェア・ｉｎちば｣

　生活福祉資金とは、低所得
者世帯・障害者世帯・高齢者
世帯に対して、民生委員と社
会福祉協議会が必要な相談支

援と、資金の貸付を行うことによって、その世帯の経済
的な自立と生活の安定を図ることを目的とする貸付制
度です。
　この貸付は、資金の使途に応じ、「緊急小口資金」
「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動
産担保型生活資金」の5種類の資金があります。
〈対象となる世帯〉
低�所得世帯…資金の貸付にあわせて必要な支援を受け

ることにより独立自活できると認められる世帯であっ
て、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯
（市町村民税非課税程度）

障害者世帯…障害者手帳を受けている者の属する世帯
高�齢者世帯…日常生活上療養または介護を要する６５
歳以上の高齢者の属する世帯

※	貸付にあたっては、資金の利用目的、返済能力等によ
り千葉県社会福祉協議会にて審査を行います。審査
の結果、貸付に至らない場合（不承認）もありますの
でご了承ください。
詳しい内容についてのお問い合わせ・相談は
　君津市社会福祉協議会　☎55－0444（相談室直通）

君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

生活福祉資金
の貸付

子育てについてみんなで学んでみませんか？
育児サポート講習会のご案内
日時　１１月４日（金）午前９時３０分から午後４時３０分
　　　１１月７日（月）午前１０時から午後４時
　　　１１月９日（水）午前９時３０分から１２時
　　　保育あり。※お電話お待ちしてます。
場所　君津市保健福祉センター	ふれあい館	２階
　　　コミュニティーホール
内容　保育のこころ、小児看護の基礎など
申 問 	君津市ファミリーサポートセンター　☎57－2252

心の支え、
君津の頼れる
おじいちゃん
おばあちゃん。

子どもの
笑顔は、
私の楽しみ。
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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

第15回ボランティアと障害者との
研修・交流会

　ボランティアと障害者が一堂に会してボランティア
活動や自立支援に対する意見や理解を深め、君津市に
おけるボランティア活動のより円滑な推進を図ること
を目的に実施します。
日時　12月3日（土）
　　　午前10時～午後1時30分（受付9時30分～）
会場　君津市保健福祉センターふれあい館2階
　　　コミュニティーホール
対象　君津市在住・在勤・在学のボランティア活動に

関心のある方、心身障害の方、君津市ボラン
ティアセンター登録ボランティア

参加費　500円（資料・昼食代等）
定員　先着100名
締切　11月21日（月）
申 問	君津市ボランティアセンター

学習ボランティア募集
　社会教育の一環として、子どもたちの学習をサポー
トしていただけるボランティアを募集しています。子ど
もたちの学びたい意欲を応援しませんか。
募集対象　高校生以上の方
　　　　　（資格・年齢等は問いません）
支援対象　小学生
内容　自主学習の支援
　　　（各自持参する宿題やドリル等）
場所　君津市生涯学習交流センター
申 問	君津市生涯学習交流センター
	 （君津中央公民館）　☎50－3980

交流研修会 参加者募集
　君津市ボランティア連絡協議会会員と一緒に防災に
ついて学びませんか？どなたでも参加可能です。お気
軽にお申し込みください。
日時　11月14日（月）※詳細はお問合せください。
場所　千葉県西部防災センター（松戸市松戸558-3）

及び柴又帝釈天散策
参加費　500円（高速代・資料代等）
締切　11月7日（月）
定員　40名先着順
その他　昼食は柴又にて各自でお願いいたします。
申 問	君津市ボランティアセンター

朗読オープン講座vol.2 受講者募集!!
～朗読の楽しさを味わいましょう～

日時　平成28年11月15日（火）午後1時30分～
会場　君津市保健福祉センターふれあい館3階
　　　作業多機能室
内容　声を出して読んでみましょう。
　　　テキストは当日配布します。
　　　初見読みに挑戦です。
募集人数　15名程度（年齢・性別は問いません）
募集締切　11月8日（火）
参加費　200円（テキスト代として）
講師　アンディアーモ代表　大森蓮子
主催　朗読会アンディアーモ
申 問	君津市ボランティアセンター

色々な場面でご協力いただけるボランティアを募集しています！
　障害を持たれた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等）
　関心のあるかたは是非、ボランティア登録をお願いします。

●その他にもこんな活動があります♪
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
申 問	君津市ボランティアセンター

はじめてみよう！ボランティア
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善意ありがとうございます読 者 ク イ ズ

介護ボランティア　あゆみサークル
　高齢者福祉施設において、入所者の皆さんに散
歩やカラオケ、軽い運動の指導などを行い、元気と
健康と笑顔を増やしていただくための活動をして
おります。
　私たちのサークルのモットーは『元気で明るく無
理をせず楽しく』です。私たちの仲間は皆、専門的

な技術は持っていませんが、誰にでも元気な声で挨拶することが特
技です。
　私たちの活動は平成23年に当時の新日鐵から、地道な社会貢献活
動を行っている団体に送られる「クローバー賞（新日鐵君津社会貢献賞）」を受賞しております。
　現在あゆみサークルは12名で楽しく活動をしております！健康で明るいシニアの方ならどなたでも、私たちの仲
間になれます。見学だけでも大歓迎ですのでご連絡お待ちしています♪
問君津市ボランティアセンター　☎55−0294

　八重原中学校はさわやかな挨拶が飛び交う、思いやりのあふ
れる学校です。毎朝、全校生徒会本部や生徒会専門委員長が中
心となって挨拶運動を行い、全校生徒の挨拶への意識が高まる
ように心掛けています。さらに、毎月一度、「さわやかあいさ
つ運動」という地域やPTA役員の方々と一緒に挨拶をする活動
も行っています。また、生徒の仲がとても良く、困ったときは
お互いに助け合う姿が見られます。
　体育祭や文化祭といった二大行事では、全校生徒が一丸と
なって行事に取り組み、
達成感と感動を味わうこ
とができています。
　このように私たちは八
重原中生であることに誇
りを持ち、先輩方から受
け継いだ伝統のさらなる
発展に努めていきたいと
思います。

ボッチャ
　ボッチャは、ヨーロッ
パで生まれた重度脳性麻
痺者もしくは同程度の四
肢重度機能障がい者のた
めに考案されたスポーツで、パラリンピック
の正式種目です。
　ジャックボール（目標球）と呼ばれる白い
ボールに、赤・青のそれぞれ6球ずつのボー
ルを投げたり、転がしたり、他のボールに当
てたりして、いかに近づけるかを競います。
　障害によりボールを投げることができなく
ても、勾配具（ランプ）を使い、自分の意思
を介助者に伝えることができれば参加できま
す。競技は男女の区別なくのクラスに分かれ
て行われ、個人戦と団体戦（2対2のペア戦と
3対3のチーム戦）があります。
　障害の程度によりクラスが分かれており、
同じクラスの選手どうしが対戦します。
出典：一般社団法人日本ボッチャ協会ホームページ

平成28年4月1日から平成28年9月30日
〈社会福祉協議会一般寄付〉（順不同）
周南公民館サークル周南歴史探訪苦楽部
一同様、ハッピーバウム様、小糸第6老
人クラブ様、ラッシングクラブ様、マル
ミスポーツ様、新日鐵住金株式会社君津
製鐵所てつわ会様、君津市文化協会様、
君津市民ふれあい祭り実行委員会様、匿
名4件（うち1件車いす）
〈その他の寄付〉
千葉県退職公務員連盟君津地方支部様か
らタオル175本の寄贈があり、市内高齢
者施設等９か所へお届けいたしました。

平成29年1月26日に行われる「君津市社会福祉大会」。今年は第何回で
しょうか？
①第50回　　　②第45回　　　③第28回
◆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＝11月18日）
◆第184号解答◆
Ｑ．「健康と福祉のふれあいまつり」実施日と会場は？
Ａ．①10月15日(土)　君津市保健福祉センター　ふれあい館
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

吉田純一さん、戸村広道さん、伊藤誠一さん、加藤富男さん、佐久間みさとさん

君津市立八重原中学校

笑顔あふれる仲間たち！

※写真は、全校生徒会本部と生徒会専門委
員長による挨拶運動の様子です。
　全校生徒の挨拶への意識を高められるよう
に、日々取り組んでいます。

？？

活動
紹介
活動
紹介

生徒会長 3年 大
おおたに

谷  歩
あ ゆ み

美


