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第４６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

　多年にわたる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て感謝の意を表するとともに、君津市の社
会福祉の更なる発展を図ることを目的に、「第46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30年2月2日（金曜日）
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～
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

記念講演　午後2時35分～午後3時55分
　　　　演　題　どうせ老いるなら
	 “明るく楽しく元気よく”

～「のど自慢」の出会いから～
　　　　講　師　宮

み や か わ

川　泰
や す お

夫 氏

発　表　午後3時55分～午後4時25分　 　　
　　　　君津市立君津中学校の
 福祉活動（吹奏楽とコーラス）の発表

※ 正午～午後4時40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。
※時間は進行状況により前後することがあります。

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
ご参加ください

講師紹介

講師　宮
み や か わ

川 泰
や す お

夫 氏
元NHKアナウンサー

【プロフィール】
1945年  新潟県生まれ
 東京育ち
1968年  東京大学文学部社会学科卒業
同　 年 NHK入局

長崎、帯広、福島、仙台を経て東京アナウ
ンス室勤務。
「NHKのど自慢」の司会を務めた12年
間。全国600か所を訪ね、15万人の人々と
出会う。他に「ひるのプレゼント」「モー
ニング・ワイド」「紅白歌合戦」総合司会、
「NHKスペシャル」などを担当。2005年
に定年退職後もNHKを中心に、テレビ・ラ
ジオ番組の司会、講演会、シンポジウムの
コーディネーター等、幅広い分野で活躍中。
現在は「ラジオ深夜便」を担当している。
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君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

歳末たすけあい見舞金のお知らせ

障害者週間をご存知ですか？

平成29年度第２回｢福祉の仕事就職フェア・ｉｎちば｣

情報伝言板

１．福祉サ－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

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」

　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。対象は君津市内の在宅で生活し、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・生徒）

　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

　障害者週間とは、毎年12月3日から12月9日に障害や障
害者への関心と理解を深め、障害者の社会参加への意欲
を高めるための啓発活動を行うものです。
　君津市では、障害者団体の活動展示や福祉作業所や施
設で製作した物品の販売を行います。
　ぜひ、お立ち寄りください。
期　日：12月5日（火）
時　間：午前10時～午後3時
場　所：市役所1階ロビー
 生涯学習交流センター1階ギャラリー
問 君津市役所障害福祉課　☎56−1148

日　時：１１月１１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　　FAX０４３−２２２−０７７４

君津市赤十字奉仕団が
｢救急法講習会｣を開催
〜大切ないのちと健康を守るために〜
　君津市赤十字奉仕団では、去る9月21日に清和公民
館で、パパママ・おじいちゃん、おばあちゃんの「救急
法スクール」を開催。乳幼児を育てている方を対象に
とっさの手当の仕方を講習しました。講習中は奉仕団
員が、お子様をお預かりするなど配慮してしっかり学
んでいただきました。また「大人のための救急法」と題
し、災害時に大切な家族を守るため、三角巾を使った
応急手当を実践しました。
　このほか奉仕団では、市内の
保育園等へ「幼児救急法」出前
講座や自治会等で開催する防
災訓練時に「非常食の作り方」や

「救急法」の講習を行っていま
す。

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６日（月）午前９時３０分～午後４時
 １１月８日（水）午前１０時～午後２時30分
 １１月９日（木）午前１０時～午後3時30分
場　所：保健福祉センター ふれあい館 ２階他
内　容：保育の心、小児看護の基礎、安全・事故など
保　育：有ります（要相談）
申込締切：10月30日（月）※詳細はお問い合わせください。
申 問 君津市ファミリーサポートセンター　☎57−2252

　「きみつ後見支援センター」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。
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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

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！

第１６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
ことを目的に実施いたします。ぜひご参加ください。
日　時：12月3日（日）（例年と曜日が違います。）
 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
テーマ：「信頼と絆を深めよう」
内　容：障害者団体及びボランティアグループの活動 
 紹介
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、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
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
●知的障害の方（19歳女性）にテキストを使って、か

け算や割り算を教えてくださる女性の方を募集い
たします。お話し好きな、明るい女性です♪
活動日時：要相談（ボランティアさんのご都合に

合わせて調整します）
活動時間：一回に一時間程度（予定）

申 問 君津市ボランティアセンター

●中学生への学習支援として、勉強や話し相手をし
てくれるボランティアを募集しております。
活動日時：毎週火・金曜日　午後6時～午後８時まで
※詳細は特定非営利活動法人ワーカーズコープ

学習支援担当：今井090-9687-3984まで直接
ご連絡ください。

第２１回 君津市ボランティアの集い
日　時：平成30年2月24日（土）
 午前9時30分～午後2時30分（予定）
会　場：君津市生涯学習交流センター
　「君津市ボランティアの集い」開催にむけて実行
委員会を組織し、準備を進めてまいります。
　実行委員会は10月より毎月第1月曜日午後1時か
ら行う予定です。
　詳細はお問い合わせください。

たくさんのちから、ありがとう！！
～切手整理ボランティア～
　前号で募集いたしました切手整理ボランティアに
は、16名の方が参加くださいました。
　回を重ねるたびに活動人数が増え、顔なじみに
なっていく様子も嬉しく思います。
　ボランティアさんの手できれいに整理した切手や使
用済みカード類は、年に1度買い取り業者に買い取っ
ていただき、ボランティア活動のために使われます。
　次回の切手整理は春頃の予定です。
　詳しくは君津市社会福祉協議会HPにてご確認く
ださい。

～切手・プルタブ収集ボランティア～
　前年度収集致しました、使用済み切手・カード類
を先日買い取っていただきました。
なんと！計16.9kgも集まりました。（整理された切
手約7,000枚で1kg）
　プルタブも例年と比べると多く集まっており、1月
から8月までに収集したプルタブが130kgにもなりま
した。
　 た くさ ん の
“あたたかい気
持ち”を大切に
使わせていただ
きます。

130kg 分のプルタブ
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認知症カフェとは
　認知症の人や家族、地域住民や専
門職等が自由に集い、認知症の進行
を遅らせたり、家族の介護負担を軽
減したりすることを目的とした集い
の場（カフェ）です。
　カフェといっても一般的なカフェ
のような営業ではなく、ゲームや体
操を取り入れて楽しく過ごしていま
す。
　君津市では、周西公民館、周南公
民館、ふれあい館などで開催してい
ます。
詳細は各公民館・社会福祉協議会に
お問い 合
わ せくだ
さい。

ALOHA！！リコ・アロハ
　フラダンスサークル「リコ・アロハ」です。ハワ
イの先生から本物のフラを毎月指導していただき、
アロハの心も学びながら楽しく活動しています。
　フラを踊れるだけではなく、内面から美しく考え
方を前向きに保つことが大切です。
　日本の名曲をフラで表現すると大変喜ばれます。

　これからも、地元のイベントや高齢者施設などの訪問に積極的に
参加し、皆さんに元気をお届けしたいと思います。
　私たちの活動に興味のある方は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

　清和中学校は、全校40名の小規模校なので、学年を問わず仲が良い
です。
　行事では、一人ひとりの役割が多いですが、協力して一生懸命取り
組んでいます。今年は各クラスで「OMOIYARI宣言」を作成するな
ど、さらに思いやりのあふれる清和中を目指して活動しています。
　また、年間を通してエコキャップ回収運動に取り組んでいます。目
的や使い道を伝えることで、回収数の向上を目指しています。さら
に、公民館に回収箱を設置することで地域の方の協力も多くなり、毎
年多くのキャップを回収することができています。
２年生の時には、近隣の保育園や老人介護施設へ福祉体験学習に参加
します。他にも敬老会でのソーラン節
の披露など、地域と結びついた活動が
たくさんあります。
私達の生徒会スローガン「活発笑美戦
（かっぱえびせん）」のもと、小さい
学校の特徴を生かして、これからも活
発に様々な活動に取り組んでいきたい
と思います。

　平成30年2月2日に行われる「君津市社会福祉大会」で講演をしていただく宮
川泰夫さんが司会をしたことのある番組は？
①NHKのど自慢　　②笑点　　③ヒルナンデス
◆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17 日）
◆第188号解答◆ 
Ｑ.人見にある地域福祉推進センターの愛称は何でしょうか？　Ａ.①ゆうゆう館
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

岡村洋一さん、森本紀子さん、佐久間こなつさん、石井久江さん、石川きみさん

君津市立清和中学校

生徒会長3年　小
お ぐ ら

倉　丞
し ょ う ま

正

笑顔・元気になるフラをお届けします

福祉体験学習の事前学習、「車いす体験」
の様子です。体験を通して学ぶことがたく
さんありました。

読 者 ク イ ズ？？

活動
紹介
活動
紹介

善意ありがとう
ございます
平成29年7月1日から

平成29年9月30日
社会福祉協議会一般寄付（順不同）

君津市文化協会様、藤本全道様、
新日鐵住金株式会社君津製鐵所
てつわ会様、君津市民ふれあい祭り
実行委員会様、匿名３件

〈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１７１本の寄贈があり、
市内福祉施設９か所へお届けしました。


