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子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくりを推進します

　令和2年度の事業計画及び予算が、評議員会
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面
決議）において承認されました。
　君津市社会福祉協議会では、地域の困りごと
に応じた福祉活動の開発・実践に取り組み、誰
もが安心して暮らすことができるよう「いつま
でも住み続けたい　支え合いのまち　きみつ」
の実現に向け、事業を展開してまいります。
　事業計画及び予算の内容は以下のとおりです。
（一部抜粋）

・歩行困難な方へ車いすや福祉車両の無料貸出し
・日常生活の悩みや心配ごとなどの相談窓口開設
・高齢者や障害者などの財産管理や福祉サービス利用
援助、成年後見人等の支援
・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　等

・卒
そつじゅ

寿（90歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈
・ひとり親家庭を対象にしたイベントの支援
・シニアクラブや障害者団体などの活動支援・援助
・子どもの一時預かりや学童クラブへの送迎
・ケアマネジャーやホームヘルパーによる在宅介護の
支援
・住宅の掃除や買い物、日常生活の家事支援
・生活支援コーディネーターによる市内社会資源の把
握、生活支援ニーズの把握　等

・災害ボランティアセンター運営訓練の実施
・小中学校で行う福祉学習の取り組み支援
・福祉の標語コンクールの開催
・ボランティアに関する活動の支援
や人材育成
・地区社会福祉協議会による多世
代交流活動の支援　等

・広報紙「福祉きみつ」の発行
・SNS（ツイッターやフェイスブック等）による情報発信
・君津市社会福祉大会の開催
・健康と福祉のふれあいまつりの開催
・君津市福祉チャリティーゴルフ大会の開催

・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」

日常生活のいろいろな困りごとの相談に
応じ支援します

だれもが安心して、自分らしく暮らせるように
応援します

地域の福祉活動を担う人材を育成・支援します

福祉情報を発信するとともに福祉イベントを
開催します

福祉施設の管理運営をしています

▲高校生ワークキャンプ

▲チャリティーゴルフ大会

事業計画及び予算の詳細はホームページに掲載しています。 検索君津市社協

～令和2年度事業計画・予算～
令和 2年度予算の要旨　　　　　（単位：千円）

本年度 前年度（補正後） 前年度比
事業活動収入 252,169 250,371 1,798
事業活動支出 255,134 247,443 7,691
事業活動収支差額① △ 2,965 2,928 △ 5,893
施設整備等収入 0 0 0
施設整備等支出 1,233 2,361 △	1,128
施設整備等収支差額② △ 1,233 △ 2,361 1,128
その他の活動収入 27,587 24,288 3,299
その他の活動支出 36,284 41,326 △	5,042
その他の活動収支差額③ △ 8,697 △ 17,038 8,341
予備費支出④ 2,100 2,400 △	300
当期資金収支差額⑤
（①＋②＋③−④） △	14,995 △	18,871 3,876

前年度繰越金⑥ 26,995 30,871 △ 3,876
次年度繰越金⑤＋⑥ 12,000 12,000 0
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君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

情報伝言板

　生活福祉資金貸付制度とは、他制度の利用が困難な低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対して資金の貸付と相談・
支援により、経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした公的な貸付制度です。
　資金の使途に合わせて福祉資金、教育支援資金、総合支援資金などがあります。
　厚生労働省の要綱に基づき運営し実施主体は千葉県社会福祉協議会です。相談や借入申請等を君津市社会福祉協議会
が受け付けております。
　本制度は給付制度ではなく貸付制度のため、貸付金の償還（返済）が見込めない場合や、経済的自立が難しいと判断し
た場合は貸付を行うことはできません。
【資金の種類】
福�祉資金：引っ越し費用、療養費、障がい者自動車購入
費など
※	貸付利子は連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない
場合は年利1.5%（延滞利子は3.0%）
教育支援資金：就学に必要な経費
緊�急小口資金：緊急かつ一時的に生計の維持が困難になっ
た場合
※	教育支援資金、緊急小口資金については、無利子

生活福祉資金についてのお問合せ先
　君津市社会福祉協議会ふれあい相談室　☎55-0444
　詳しい内容は、千葉県社会福祉協議会のホームページを
ご覧ください。
　http://www.chibakenshakyo.com/

生活福祉資金をご存じですか？

民生委員・児童委員、
主任児童委員をご存じですか？
5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

日常生活自立支援事業の
生活支援員募集

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協力会員募集〜

　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、安心して子育てを
支援する有償の相互援助活動です。
　地域で「できること」を「できるとき」に「できる範囲」から
はじめてみませんか？
　子育てが一段落した方、時間に余裕のある方、子どもが好き
な方など、どうぞご協力をお願いします。
協力会員：協力会員は君津市に在住の20歳以上の方
利�用会員：君津市に在住または在勤の方で、生後6ヵ月〜6年
生までのお子さんがいる方
利�用内容：保育園・学童クラブの送迎や終了後の預かり、幼稚
園が休みの時の預かりなど
援助時間：午前6時〜午後10時まで
謝�　　礼：1時間あたり500円（送迎の交通費、おやつ代等は
実費負担）
　君津市ファミリーサポートセンターでは随時会員手続きを受
け付けています。
　まずはお気軽に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

　大正6（1917）年5月12日に民生委員制度が創設
されたことから「民生委員・児童委員の日」と定め
られています。
　民生委員・児童委員、主任児童委員（以下、民生
委員）は、皆さんと同じ地域に住む住民が、厚生労
働大臣から委嘱を受け、見守り活動や地域福祉活動
に取り組んでいます。
　生活のことや福祉に関することで、お困りのこと
があれば、民生委員までご相談ください。
　民生委員は、守秘義務が課せられていますので、
お話しいただいた内容が外に漏れることはありませ
ん。
問	君津市社会福祉協議会　☎57-2250

　高齢の方や知的・精神に障害のある方などの自宅
や施設を定期的に訪問し、安心して生活出来るよう
に利用料の支払いなどお手伝いをする生活支援員
を募集しています。
※	登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が実施する
生活支援員養成研修を受講していただきます。
応募要件
・普通自動車運転免許をお持ちの方
・７０歳までの健康な方
・ボランティア活動や福祉に理解のある方
申 問きみつ成年後見支援センター　☎55-0454
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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

ボランティア情報！！

収集ボランティア活動　小さな子供からお年寄りまで身近にできるボランティア活動
　	左記の収集物は君津市ボランティ
アセンターへお持ちください！！
　（平日	午前9時〜午後5時開設）	
※	ペットボトルキャップは収集し
ておりません。木更津市福祉作
業所あけぼの園で収集しており
ますので、直接ご持参ください。
（少量であればお預かりをしま
す。洗浄・乾燥して持参のご協
力をお願いします。♡プルタブ
と一緒に混ぜ
ないでくださ
い。）

切手整理ボランティア活動
※お気軽に参加ください。申込み不要
日にち：7月7日（火）・10月2日（金）・
　　　　12月16日（水）・令和3年3月8日（月）
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
内　容：収集した切手の整理・分別作業
　※	ボランティア登録していない方、登録大

歓迎！他のボランティア活動もご紹介い
たします♪

問	君津市ボランティアセンター　

会員募集  NPO法人　ナルクかずさ
ナルクかずさは、NPO法人のボランティアグループです。
　「困った時にはお互いさま」を合言葉に、見返りを求めない無償
のボランティア活動を行っています。
　ボランティア活動をした時間“1時間＝1点”として、ナルクに点数を
預託（貯金）しておき、あなたがボランティアを必要とするとき、預
託しておいた点数を引き出し、見合った時間のボランティア提供が
受けられる制度で運営しています。
　活動の内容は、住宅修繕、庭木の手入れ、掃除、洗濯、買い物、病
院への送迎、外出時の介助・介護等の活動を行っています。
　また、老人福祉施設等の慰問活動、道路、河川などの環境美化等
の社会奉仕活動も行っています。
　人生100年時代を、ナルクの仲間と楽しく過ごしませんか。
問	ナルクかずさ事務所　☎54-1110

令和２年度ボランティア関連事業年間計画
・飛び入りボランティア体験講座…年２回（予定）
・ガイドヘルプボランティア養成講座…６月（予定）
・ボランティア養成講座（内容未定）
・ボランティアと障害者との研修・交流会…１２月上旬
・君津市ボランティアの集い…令和３年２月下旬（予定）
・災害ボランティアセンター運営訓練
・切手整理ボランティア活動
・赤い羽根共同募金のイベント募金活動…１０月〜１１月
・高校生介護体験学習…７月下旬
・市内小中学校での福祉体験学習支援

NPO法人　ナルクかずさ
2020年新規 会員募集
　ナルクで「生きがい」を見つけ明日も輝き続
けませんか！
　間近に迫る「人生100年の時代」あなたが
輝き続ける場所はありますか？
　ナルクは会員一人ひとりが「自立」「奉仕」
「助け合い」を通じて生きがいと出会い・健康
を得て、はつらつとした人生を送っています。
　あなたもナルクを舞台に人生を輝かせてみ
ませんか。
　ナルクかずさ事務所 Tel＆Fax 54-1110

収集物 活用方法

使用済みの切手
使用済みカード
プルタブ

買い取り業者に
売却され、本会
貸出用車いすの
購入やボランテ
ィア活動に関す
る備品購入に活
用されます。

書き損じハガキ
未使用ハガキ

ボランティア情
報を発信するた
めに活用されま
す。

君津市ボランティア連絡協議会
運営委員を募集します！！
　ボランティアグループと個人ボランティアで運営され
ている団体です。運営委員会や懇談会、ボランティア同
士の交流、情報交換ができます。１つのグループ、１人の
ボランティアではできないことも連携することで、今ま
でとは違う活動が可能になります。
　会議は月に一回（第1月曜日　午前10時〜正午）。
　一緒に企画・運営してみませんか。　
問	君津市ボランティアセンター

会員募集！
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東日本大震災・避難者支援ボランティアネットワークきみつ
　東日本大震災により君津市周辺に避難してきた方への継続的な支援をすることを目的に、平成23年
6月9日に結成しました。
　毎月1回、生涯学習交流センターにて「おしゃべり会」を実施しています。おしゃべり会では、現在の
生活の話しや今後のお話しなど皆さんとお茶を飲みながら、自由におしゃべりを楽しんでいます。
　現在は、「つなげよう花の心プロジェクト」の協力により、流派を超えた各家元の指導のもと生け花
教室や年1回バスハイク

等様々なイベントを企画し、皆さんとの交
流を図っています。
　これからも、君津市で暮らす皆さんの笑
顔を見られるよう、会員共々楽しみながら
活動していきます。
問 	君津市ボランティアセンター
	 ☎55−0294

活動
紹介
活動
紹介

　ことばによるコミュニケーションには言語、聴覚、発声・発音、認知な
どの各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などで
このような機能が損なわれることがあります。
　言語聴覚士はことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門
的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職
です。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。ことばによるコ
ミュニケーションの問題は脳卒中後の失語症、聴覚障害、ことばの発達
の遅れ、声や発音の障害など多岐に渡り、小児から高齢者まで幅広く現
れます。
　言語聴覚士はこのような問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、
対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助
言、その他の援助を行います。医療機関、保健・福祉機関、教育機関など
幅広い領域で活動し、コミュニケーションの面から豊かな生活が送れる
よう、ことばや聴こえに問題をもつ方とご家族を支援します。

ほのぴーのおしりの実は何でしょうか。
①さくらんぼ　②キャラボクの実　③ヒイラギの実
◆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３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（5月20日消印
有効）
◆第199号解答◆	
Q. 	民生委員児童委員の一斉改選は何年に一度で
しょうか。

Ａ.③3年
◆当選者◆
佐藤康子様、水野昭男様、黒瀬師雄様

読 者 ク イ ズ？？

参照：https://www.japanslht.or.jp/

言語聴覚士

参加者が生け花をしている様子広山流家元岡田先生と一緒に

善意ありがとうございます
平成31年4月1日から令和2年3月31日
社会福祉協議会一般寄付（順不同）

君津プラチナライオンズクラブ様、藤本全道様、
君津市立坂田小学校様、ラッシングクラブ様、

君津市文化協会様、原田道子様、
れんげの里ケーキ同好会様、日豊電材株式会社様、
日本製鉄株式会社君津製鉄所てつわ会様、

真如苑様、
君津市民ふれあい祭り実行委員会様、
社会福祉法人市川市社会福祉協議会様、

君津商工会議所様、君津香木原カントリークラブ様、
すずめ同好会様、菊澤和子様、花矢会様、

円如寺萩まつり実行委員会様、
中山身語正宗君津布教所一同様、草刈新太郎様、

道の駅「ふれあいパーク・君津」（きみつふるさと物産館）様、
公益社団法人木更津法人会様、甘利幸一様、

ユニー株式会社小さな善意で大きな愛の輪運動アピタ君津店様、
匿名6件

　坂田小学校では、毎年５年生の親子活動で福祉体験を行ってい
ます。ここでは、アイマスク体験や車椅子の体験をし、障がいのあ
る方からお話をうかがいます。障がいのある方の抱える大変さがわ
かり、私たちも何かできることをして、力になりたいと思うきっか
けになっています。
　また、運営委員会の活動では、「笑顔あふれる坂田小学校」を目
標にし、毎週月曜日にあいさつ運動を行っています。最初の頃は、
笑顔であいさつを返し
てくれる人が少なかった
ので、「じゃんけんあい
さつ」に変えるなど工夫
をしました。すると、あ
いさつができるように
なりました。これからも
笑顔あふれる坂田小学
校にしていけるように頑
張ります。

君津市立坂田小学校
運営委員会委員長 6学年

北
き た は ら

原 萌
も か

花


