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第４８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合いのまち』
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
福祉の更なる発展を図ることを目的に「第48回君津市社会福祉大会」を開催します。
また、記念講演を通じて、地域福祉活動の普及・推進を図る大会でもあります。今回の記念講演の講師は、落語
家の林家木久蔵氏です。笑顔でつなぐコミュニケーション～やっぱり笑うが一番！～をテーマに講演いただけます。
また、講演だけでなく、楽しい落語もご披露していただきます。
ご家族やご友人お誘い合わせのうえ、是非お越しください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催日
会 場
主

催

令和 2 年 1 月 30 日（木曜日）
君津市民文化ホール中ホール
君津市
社会福祉法人君津市社会福祉協議会
千葉県共同募金君津市支会

受

付

午後0時30分～午後1時15分

開

会

午後1時15分

式

典

午後1時35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

※正午～午後4時20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。

記念講演

演

題

午後 2 時 35 分～午後 4 時
木久蔵流
笑顔でつなぐ地域コミュニケーション
～やっぱり笑うが一番！～

毎日決して楽しいことばかりではありません。暗い報道もたくさ
んあります。そんな中でも、笑顔で地域の方とコミュニケーションを
とることによって地域活性につながることを講演と落語を交えなが
ら語ります。今一度、地域のことを考えてみませんか？

問 君津市社会福祉協議会

☎57−2250

講師紹介
【講師】

二代目

林家 木久蔵 氏

【プロフィール】
1995年
1996年
1999年
2000年
2007年

2015年

林家木久蔵
（初代）
「現・木久扇」に入門
前座入り
芸名林家きくおとなる
二ツ目昇進
日本テレビ「笑点」若手大喜利に
出演 MVP獲得
真打ち昇進に伴い、落語界史上初
「ダブル親子襲名」を行い、二代目
林家木久蔵を襲名する
日本公会堂にて「林家木久蔵 噺家
生活 20周年記念落語会」にて、
親子3代口上に並ぶ

入場料 無料

どなたでも自由に
ご参加ください
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災害ボランティアが活躍
台風15号・19号での活動について
台風15号・19号により被災された皆様には、心か
らお見舞い申し上げます。
当台風の影響により、君津市は甚大な被害を受け
たことにより、君津市地域防災計画に基づき、君津
市保健福祉部と君津市社会福祉協議会が協力し、9
月14日（土）に君津市災害ボランティアセンターを開
設しました。
災害ボランティアセンターでは、被災された方の
ニーズを把握し、支援を必要とする方とボランティア
を結び付け、住民の生活の復旧・復興に向け日々支

専門ボランティアさんによるブルーシートかけ

援に取り組みました。

災害ボランティアセンター開設後、約２か月間にわたり市内の方はもとより、県内や県外から多くのボランティア
の方にご参加いただき、延べ2,000人近くのボランティアの方々に支援活動にご協力いただきました。屋根にブルー
シートをかける活動では、高所作業が可能な専門のボランティアさんに来ていただきました。福岡県や愛知県、京
都府など県外から足を運んでいただき、長期間滞在して活動されている方も多くいらっしゃいました。
また、救援物資の仕分け・配布や庭木の伐採、がれきの撤去・運搬など、多くの一般のボランティアさんにもご支
援をいただきました。
その他にも、災害ボランティアセンターの運営支援として、県内社協はじめ県外の社協から応援職員が派遣され
るなど、さまざまな関係機関の支援により活動が展開されました。
特に市川市社協の皆様には、災害ボランティアセンター開設当初からご尽力いただき、災害ボランティアセン
ターの運営や支援物資等、多くのご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
今後も、君津市の１日も早い復旧・復興のために関係機関・団体並びに地域の皆様と連携し、被災された方々の
支援に取り組んでまいりますので、ご協力お願い申し上げます。

災害ボランティアセンター実績
ボランティア活動者数延べ 1,933 名
（専門延べ 361 名

一般延べ 1,572 名 )

活動件数 904 件
（ブルーシートかけ 447 件
倒木・がれき等の運搬 457 件）


一般ボランティアさんによる片付け

令和元年 10 月 31 日現在

ボランティアひろば

福祉きみつ 198 号（3）

ボランティア情報！！
演芸ボランティア大募集！！
～趣味を生かしてボランティアとして活動してみませんか？～
福祉施設の行事等で演芸披露に行っていただける個人・グループの方を募集しております♪
演芸ボランティア活動の流れ
①福祉施設より演芸披露の依頼が来ます。
②演芸ボランティアグループの代表及び個人ボランティアさんに
披露をしてほしい日時をお伝えし、調整していただきます。
③活動者を施設へ報告
④ボランティアさんより施設担当者へ連絡をしていただき、
詳細打ち合わせをしていただきます。
主な活動場所
・高齢者施設（デイサービス・老人ホーム等）
・障害者施設 ・福祉作業所 等々
問 君津市ボランティアセンター

第18回 ボランティアと障害者との研修・交流会
今回のテーマ「災害と障害者とボランティア」

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。
日 時：12月7日（土）午前10時～午後2時（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、登録ボランティア
参加費：500円・学生300円（資料・昼食代等）
定 員：先着90名
申込締切：11月29日（金）
問 申 君津市ボランティアセンター

第23回 君津市ボランティアの集い
日
会

時：令和2年2月29日（土）

午前9時30分～午後2時30分
場：八重原公民館（君津市南子安 9-17-2）

「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。
実行委員会は毎月第1月曜日午後1時30分より行う予定です。実行委員も同時募集！
詳細はお問い合わせください。
問 君津市ボランティアセンター

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
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活動
紹介

お茶っこクラブ

杢師地 域の高齢者の皆さんの、楽しい交流の場
を作ろうと平成28年12月から、杢師青年館をお借
りして月１回のペースで開催しています。
おしゃべり会、作品つくり、バスハイクなどを皆
さんと相 談しながら楽しい時間を過ごしています。

スタッフも「共に楽しむ」をモットーに、笑 顔いっぱいの楽しい会に
なっています。
名前の由来は、縁 側でお茶を飲みながらおしゃべりをするような、
そんな会にしたいと名付けました。
地域の民生委員が中心となって立ち上げましたが、現在は２名のボランティアも加わり、ますます充実した活動
もできるように頑張っていきたいと思います。
杢師の高齢者の皆さん、一度は「お茶っこクラブ」に遊びにいらっしゃいませんか？
また、一緒に活動していただけるボランティアも募集しています。
☎55−0294

問 君津市ボランティアセンター

？読

君津市立周西小学校
運営委員会 委員長6年 沓沢 清春
周西小学校では「あいさついっぱい

君津市社会福祉大会の講師は誰でしょうか。
①林家三平 ②林家木久蔵 ③三遊亭円楽

夢いっぱい」の学校を目

指し、児童みんなで気持ちのよいあいさつを心がけています。児

◆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（12月24日消印有効）

童会では、毎週月曜日に門の前であいさつ運動を行い、さわやか
なあいさつをしている人を調べています。昼の放送で、よいクラ
スを発表したり、自分たちが率先して、手本を見せたりすること
で、一人一人があいさつの大切さに気づき、どんどん気持ちのよ
いあいさつが増えています。学校の
友達だけでなく、地域の方々にも、
広がっていくように今後も全校児童
で進んであいさつをしていきたいと

◆第196号解答◆
Q. 福祉きみつの発行は年何回でしょうか？
Ａ.②4回

思います。「周西小から元気なあい
さつを発信！！」

者 ク イ ズ？

あいさつ運動をする運営委員会の子ども達

身体障がい者等用駐車場
利用証 (パーキング・パーミット )制度
障害者等用駐車スペースを利用できる対象者の範囲を設定し、条
件に該当する希望者に地域の協力施設で共通に利用できる利用証を
交付するものです。
この利用証により、駐車車両を識別し、不適正な駐車を抑止する
ことを目的としています。
一部の地域では地方公共団体間の連携により、利用証の相互利用
も進められています。

参照：（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html）

