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第４８回君津市社会福祉大会を開催しました
１月30日（木）、
「いつまでも住み続けたい支え合いのまちをめざして」をテーマに君津市民文化ホールにて510
名の参加者のもと「第48回君津市社会福祉大会」を開催しました。
式典では、福祉事業功労者への表彰状・感謝状等の贈呈・伝達を255名、18団体の方々に行いました。
基調講演では、二代目林家木久蔵氏を講師に迎え、
「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！」をテーマに講演をいただきました。多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。

福祉の標語コンクール特別賞受賞者へ賞状伝達

二代目林家木久蔵氏による講演の様子

災害ボランティア活動への御礼
令和元年度秋の台風災害に際しまして、９月14日から11月17日までの65日間
にわたり開設した「君津市災害ボランティアセンター」には、全国各地から延べ
2,139人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。
ボランティアとして活動していただいた皆様、また、センターの運営に御指導御
協力いただいたすべての皆様に、心から感謝申し上げます。
君津市社会福祉協議会では、今回の経験をもとに、災害時対応マニュアルの見直しを図るなど、より一
層災害時の対応を強化してまいります。
また、次の方々から災害復旧支援のために、善意のご寄付をいただきました。皆様方のお心遣いに感謝
申し上げます。
君津商工会議所様、道の駅「ふれあいパーク・きみつ（きみつふるさと物産館）」様、
市川市社会福祉協議会様、匿名３件（順不同）
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君津市社会福祉協議会

お役立ち 情報

日常生活自立支援事業
「きみつ成年後見支援センター」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。
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．
大切な書類や印章（はんこ）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。お気軽にお問い合せください。
問 きみつ成年後見支援センター ☎５５－０４５４

福祉の標語コンクール特別賞作品紹介
君津市社会福祉協議会主催「令和元年度福祉の標語コンクール」が行われ、小学校16校、中学校７校から標語作品
1,684点の応募がありました。特別賞受賞者・受賞作品を紹介いたします。
君津市長賞
八重原中学校 3学年 佐野 圭太さん 「支え合い 年代超えて つながる輪」
君津市教育委員会教育長賞 周南小学校
4学年 増田 玲音さん 「言わないよ 自分が言われて イヤなこと」
君津市社会福祉協議会長賞 小糸小学校
3学年 松本 夢乃さん 「なりたいな みんなにやさしく できる人」
君津市社会福祉協議会長賞 坂畑小学校
1学年 小島 龍煌さん 「おはようと こえかけあえば えがおのわ」
※なお、表彰は第48回君津市社会福祉大会（令和２年１月30日開催）の席上で行われました。
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あんしん事業とは、市民同士が互いに助け合う会員登録制の
有償ボランティア福祉サービスです。
普段の生活の中で「ちょっと困ったな」というときにお手伝い
をしてくださる協力会員を募集しています。
・住居の掃除
・生活必需品の買い物
・食事の支度
・通院時の付き添い
・草取り など
年齢・資格は問いません。
活動時間：午前７時から午後８時の間で数時間程度
活動報酬：３０分まで３５０円 （プラス交通費）
以降３０分ごとに３５０円を追加
問 君津市社会福祉協議会（あんしん事業） ☎57－2252
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市民同士の助け合い〜ホームケアサービスあんしん事業〜

りゅうあ

民生委員児童委員一斉改選
地域における相談・支援の頼れる
身近なボランティア

民生委員・児童委員制度は、大正６年に岡山県
で発足した済世顧問制度を始めとして、100年以
上の長い歴史をもっており、地域における身近な
福祉の相談役であり、地域福祉推進に重要な役割
を持ち地域での支援者として活動しています。今

君津市ひとり親家庭友の会主催

交流バスハイク参加者募集
期 日：令和２年３月１５日（日）雨天実施
出発午前８時、帰着午後４時３０分予定
行き先：上野国立科学博物館ほか
対 象：市内在住のひとり親家庭の親子
定 員：親子合わせて先着２０名
参加費：１家庭1,000円（昼食は各自となります）
申込締切：３月６日（金）午後５時まで
締切後、行程等詳細を通知します。
申 問 君津市社会福祉協議会 ☎57－2250

年度は３年に一度の民生委員・児童委員一斉改選
の年であり、君津市では12月１日より新任委員８３
名、再任委員９２名が、厚生労働大臣から委嘱を受
けました。

◆民生委員児童委員の活動目的
社会奉仕の精神をもって
住民の立場に立って相談に
応じたり、住民が尊厳を持っ
てその人らしい自立した生
活ができるように支援したり、誰もが安心し
て暮らすことのできる地域社会づくりをめざ
します。

ボランティアひろば

福祉きみつ 199 号（3）

ボランティア情報！！
ガイドヘルプボランティア
養成講座 受講者募集
日 時：令和２年3月10日（火）
・17日（火）
時

間：午前10時～午後3時

場

所：君津市保健福祉センター

講

師：千葉県視覚障害者福祉協会

内

容：1日目 講義・当事者の方の話
象：ガイドヘルプボランティアに興味・関心のある

方、君津市ボランティアセンターの登録ボランティアとし
て活動をしている方、2日間参加のできる方
参加費：無料
定

持ち物：筆記用具・昼食

員：20名（先着順）

集めた切手を切り揃え、分類整理する活動です。
活動可能な方は是非ご協力ください。参加自由♪
都合の良い時間に来てください。
日にち：令和2年3月5日（木）、4月23日（木）

2日目 実技・DVD演習等
対

切手整理ボランティア募集

時

間：午後1時15分～午後3時30分

場

所：君津市保健福祉センター3階 作業多機能室

持ち物：はさみ
※同時に使用済み切手も大募集！
今後も定期的に開催予定です!!
問 君津市ボランティアセンター

申込み締切：３月6日（金）

☎55－0294

障害福祉に興味のある方、知識の幅を広げたい方、
ぜひ受講してみませんか？
その他、参加申込された方には別途ご案内をいたします。
申 問 君津市ボランティアセンター

☎55－0294

君津市ボランティアセンター 登録ボランティア大募集!!
－できることからはじめてみよう♪ボランティア活動－
例えば、障害者団体主催のスポーツ大会（グラウンドゴルフ・ボウリング等）やバスハイクで
の介助見守り、福祉施設でのイベント時のお手伝い、保育、傾聴、音訳朗読、点訳、災害支援、高
齢者施設で演芸披露（歌、踊り、演奏）などがあります。
個人でもグループでの活動もあります。いろいろなボランティア活動に楽しみながら一緒に
活動してみませんか。
関心のある方はお気軽にボランティアセンターへお立ち寄りください♪
問 君津市ボランティアセンター

☎55－0294

君津市ボランティアセンター登録ボランティアの皆様へ
～登録・更新手続きのお願い～
令和元年度に登録いただいているボランティアグループ・個人ボランティアの方は令和元年度の活動報告及び令和2年
度更新手続きをお願いします。封書またはハガキをお送りしますので、記入の上ご返送ください。
※新規ボランティア登録も随時受付しています。お気軽にボランティアセンターまでお越しください！！

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
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君津リコーダークラブ（きみりこ）

平成29年９月にリコーダー好きが出会っ
てデュエットを始めました。
３人 目が入ってトリオに なり、４人 目が
入ってカルテットになりました。今は５人で
活動しています。

第3回クリスマスコンサート

平成30年からは高齢者施設や、イベントでボランティア演奏を始めました。まだ
未熟なのですが喜んでいただいています。
12月2日八重原公民館のギャラリーをお借りして今年で3回目となるクリスマスコ
ンサートを開催し、あいにくの天気でしたがたくさんの方々に来ていただきました。
クラシックから演歌まで、いろいろなジャンルの曲を楽しみながら週に1回集まっ
て練習しています。リコーダーというと小学校で習った楽器で簡単で安易に見られ
がちですが、やってみると奥が深い楽器です。お宅の押し入れに子供さんやお孫さ

高齢者施設でのボランティア演奏

んが使ったリコーダーが眠っていませんか。探してみて一緒に楽しみましょう。仲間を募集中です。
問 君津市ボランティアセンター ☎55−0294

君津市立大和田小学校
計画委員長 宮﨑 友哉
大和田小学校では、毎年５年生の親子学習会で福祉体験を行っ
ています。アイマスク体験や車いす体験をやりました。その時
に、目に障害のある人のための点字やお札のマークには違いがあ
ることなどを学び、障害者の立場になって考えることができまし
た。また、児童会の取り組みとして、『大和田スマイルポスト』
という友達の良いところを見つけ、紙に書いて投函し、全校に知
らせる活動を行っています。これは、「みんなでいいことをたく
さんして、笑顔で気持ちよく過ごそう」をテーマに始まったもの
で、活動を続けていくうちにお互いの良いところをさらに知る機
会になりました。これからも、このような活動を続けて、福祉に
貢献できるように頑張ります！！

？読

者 ク イ ズ？

民生委員児童委員の一斉改選は何年に一度で
しょうか。
①1年
②2年
③3年
◆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（3月19日消印有効）
◆第198号解答◆
Q. 君津市社会福祉大会の講師は誰でしょうか。
Ａ.②林家木久蔵
◆当選者◆
平田すが乃さん、戸村広道さん、冨澤百合子さ
ん、小野静江さん、天賀好孝さん

パラリンピック種目

シッティングバレーボール
シッティングバレーボールは1956年、戦争で傷ついた兵士たちのリハビリを目的にオランダで考案
され、世界に広まった。パラリンピックでは男子がアーネム1980大会から、女子はアテネ2004大会
から正式競技となっている。
障がいのある選手を対象とし、お尻（臀部）を床につけた状態で競技するバレーボール。
オリンピックのバレーボールと同様に、1チーム6人でネットをはさんで対戦する。
試合は5セットマッチで、1セットは25点先取（第5セットは15点）のラリーポイント制で行われ
る。ただし、座位で行うため、オリンピックよりも小さいコートや低いネットなどルールの一部が変
更されている。
最も重要なルールは、プレー中に臀部が床から離れると、「リフティング」というファウルになる
点。選手はお尻を床に付けたまま、腕の力などでお尻を滑らせるようにしてコート内を移動する。
また、相手のサーブを直接ブロックやアタックなどで返球できる点もオリンピックとは異なる。
※ここで「臀部」とは「上体」のことであり、肩から臀部までの部位をいいます
参照：https://tokyo2020.org/jp/games/sport/paralympic/sitting-volleyball/

