社会福祉法人

君津市社会福祉協議会広報紙

「誰もが住みやすい福祉のまちづくり」をめざして

福祉
編集・発行

2021.10.21

第206号

きみつ

公式ツイッター
@kimitsu̲shakyo

公式Facebook
@kimitsushakyo

社会福祉法人 君津市社会福祉協議会

社会福祉法人

君津市社会福祉協議会

〒299-1152 君津市久保3丁目1番1号 ☎0439-57-2250
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フードバンク活動

はじめました

ご家庭や職場に眠っている食品を募集します

君津市社会福祉協議会では、家庭や企業に眠る食品の受入れを通年で行い、生活困窮者など支援を必要とする
方々に、生活自立支援センターきみつ等を通じて無償で提供する
「フードバンク活動」
を始めました。
これまで、君津市社会福祉協議会では年3回程度、期間を限定して「フードバンクちば」に対する寄贈食品の受入
れ窓口として協力していましたが、コロナ禍で生活に困窮する方等の相談が増えたことから、このような方々の支
援をより充実させるため、
独自のフードバンク事業を開始しました。
市民や企業等から食品の寄贈を募り、食品ロス削減にも取り組むとともに、生活に困窮している
方を支援する機関や団体等、援助を必要としている方へ食品を提供し、助け合いの輪を広げる活動
を推進していきます。

※以下の食品等は対象外となります
・賞味期限の記載がない ・賞味期限が1か月未満
・常温で保存できない
・開封済み
・容器や包装が破損して中身が出ている
・販売等を目的としない自家製のもの
・アルコール飲料
（ノンアルコール飲料含む）
※お米は今年度産と前年度産のみ受け入れます

君津市久保3－1－1君津市保健福祉センター「ふれあい館」3階（君津警察署向かい）

君津市社会福祉協議会

君津市内の支援を
必要としている世帯等

無償で提供

寄贈する前に確認してほしいこと

受入場所・日時
○受入場所

生活自立支援センターきみつ・
ボランティア団体等

受入・配分

◎穀類
（お米・麺類等）
◎保存食品
（缶詰・瓶詰等）
◎飲料
（ジュース・お茶等）
◎乾物
（のり・豆等）
◎菓子類
◎インスタント食品・レトルト食品
◎調味料・食用油

君津市社会福祉協議会

【受け入れ食品】

寄贈

まだ食べることができるのに、様々
な理由で廃棄されてしまう食品を、家
庭や企業等から引き取り、食べ物を必
要としている施設や人たちへ無償で
届ける活動です

寄贈食品の流れ
個人や企業等

フードバンクとは

○受入日時 月曜日から金曜日まで ※祝日と年末年始は除く
問 君津市社会福祉協議会 ☎57－2250

午前9時～午後5時

福祉きみつ 206 号（2）

共同募金運動にご協力をお願いします

赤い羽根共同募金
期間：10月1日～3月31日
お寄せいただいた募金の約7割は君津市内の地区社会福祉協議会の活動
をはじめ様々な地域福祉活動に、残りの3割は、千葉県内の社会福祉施設の
整備や災害ボランティアセンターなど災害時の復興支援に役立てられます。

▲君津市社会福祉大会

コロナ禍での
活動の支援
新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化し、今までとは違う「困りご
と」を抱えた人や地域のつながりの
希薄化等が課題となっています。地
域のための民間財源である赤い羽根
共同募金はこのような「目に見えに
くい課題」の解決にも役立てられて
います。

▲災害ボランティアによる
ブルーシート張り

「はねっと」では
募金の使いみちを
紹介しています
中央共同募金会が 開設している
赤い羽根データベース「はねっと」で
は、共同募金の使いみちを、市町村
ごとに紹介しています。
https://hanett.akaihane.or.jp/
hanett/pub/home

歳末たすけあい募金
期間：12月1日～12月31日

歳末たすけあい募金は共同募金運
動の一環として行われています。
お寄せいただいた募金は、君津市内
の在宅対象者へ歳末たすけあい見舞
金としてお届けするほか、高齢者や障
害者への生活支援・社会参加事業、福
祉支援団体や当事者団体の活動への
助成などに使われます。
歳末たすけあい見舞金については、
下段「歳末たすけあい見舞金支給のお
知らせ」をご覧ください。

君津市の募金額
令和2年度

総額1,322万6,985円
赤い羽根共同募金

882万3,869円
歳末たすけあい募金

440万3,116円

皆さまからの
温かいご協力に
心より感謝
申し上げます。

千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
「びわぴよ」

問い合わせ先

ありがとう
ございました！

千葉県共同募金会君津市支会（君津市社会福祉協議会内）☎57-2250

歳末たすけあい見舞金支給のお知らせ
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、君津市内に在宅で生活し、下記に該当される方々
を対象に毎年12月に見舞い金を支給しています。
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歳以上の高齢者で6か月以上寝たきりの状態にある方）
⑤ 18歳未満の両親のいない子ども
希望される方は、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

ボランティアひろば

福祉きみつ 206 号（3）

音訳の会
「さざなみ」
コロナ禍の中、
リモートで活動中！
ボランティアセンターからコロナ禍でも工夫して活動しているグループの紹介
です！
音訳の会
「さざなみ」
さんは、毎月君津市から発行されている
「広報きみつ」
や、社
協で発行している
「福祉きみつ」
等の音訳活動をしています。
音訳とは、
視覚に障害がある方のために音声で活字情報をお届けする活動です。
コロナ禍でも各会員が分担して記事を自宅で収録し、
それぞれがインターネット
で音訳データを送り、
CDに編集して障害者の方に送付しています。
長年の活動により、
1995年クローバー賞、
2009年朗読録音奉仕グループ奨励賞
（鉄道弘済会）
、
2018年厚生労働大臣表彰、
2020年緑綬褒章など、
その功績が讃えら
れ、
様々な賞を受賞しているグループです。
コロナ禍でもボランティア活動をしたい方、
興味のある方は是非ご連絡ください。

会員募集

緑綬褒章章記

◇活動内容 ：広報きみつ、
議会だより、
福祉きみつ、
依頼図書等の音訳
◇主な活動日：毎月第1・3水曜日、
月末
（収録）
、
音訳依頼時は随時
※現在、
会員は17名にて活動中、
特別な技能・技術は必要なく、
一緒に活動できる仲間を募集中です。
問 君津市ボランティアセンター ☎ 55−0294

音訳CDあります
君津市社会福祉協議会では3ヶ月毎に
「福祉きみつ」
を発行しております。
視覚障がいの方や細かい文字が読みにくいとお感じの方に、
音訳CDをご用意しております。
ご希望の方は君津市社会福祉協議会までご連絡ください。 ☎57−2250

東京2020パラリンピック・ボランティア活動に参加して
パラリンピック開催期間
（8/24から9/5）
のうち、
7日間フィールドキャスト
（大会ボラ
ンティア）
として参加しました。会場はボート、
カヌー競技が開催された
「海の森水上競
技場
（東京・江東区）
」
でした。
チームの年齢は幅広く、国籍も様々でした。活動内容は大会スタッフのチェックイン
や食事券・飲料水の配付などでした。ボランティアメンバーは意欲的に生き生きと活動
していました。
パソコンや読み取り装置による
会場ゲートのセキュリティー
（顔認証や手荷物検査場のチェック）
では、
複数の車いす チェックイン
係員が働き、
会場の至る所にスロープが設置されていました。
パラアスリートは様々な障がいを持って
います。しかしそれを感じさせず全力で競
技に向かう姿を間近で見て感動しました。
キャスト（配役）という言葉には、ボラン
ティア一人ひとりに大会を盛り上げる重要
な役割を担ってほしいという願いが込めら パラ・アスリート（銅メダリスト）
れています。
活動の中で充実感や達成感を大いに感じた7日間でした。
君津市ボランティアセンター 平井 三郎
ボランティアチーム集合写真

お知らせ

毎年12月に行われておりました“ボランティアと障害者との研修・交流会” はコロナウイルス感染
拡大防止の観点から中止となりました。

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

福祉きみつ 206 号（4）

OBボーイズ・バンド

ボランティア
活動紹介

ビシィ！バシィ！「ナイスショット」と思
いきや、あれあれボールは右へ左へポーン・
ポーン！私達何を隠そうゴルフ仲間です。
ホールアウト後の19番ホールで、クラブを
ギターに持ち替え、ポロロン～OBの事など、どこ吹く風！ギターとハモリに
拍手喝采、ついつい調子に乗ってしまい2014年11月14日、OBボーイズバン
ドを結成しました。そのわずか1年後に君津市民文化ホール主催2016年LIVE
FORESTに出場し「ベストバンド賞」を受賞、ここでも拍手喝采、ますます調子
に乗ってしまいました。
その後には、
月1〜2回のペースでデイサービスにボランティアで行き、
皆さん
と触れ合い楽しいひと時を過ごしました。
「呼ばれればどこへでも」
精神で三舟
山、
公民館の文化祭、
町のお祭りなどでのライブ活動にも取り組んできました。
コロナで訪問ができなくなった今は、新しい曲の練習に励んでいます。
以前のように訪問やライブができることを祈りつつ皆さんに会える事を楽
しみに待ってます。

君津市立小櫃小学校
4年担任

大畑 美月

小櫃小学校では、4年生の総合的な学習の時間に「福祉」に関
する学習を進めています。
君津市社会福祉協議会のご協力のもと、福祉体験学習として、
車いす体験と障害をがある方のお話を伺っています。車いす体験
では、小櫃地区社会福祉協議会の皆さんのお手伝いもいただき、
実際に車いすに乗り、操作をすることで車いすの大変さなどを実
感しています。また、視覚障害の方の日常の生活の苦労や工夫の
お話を聞いたり、生 活を助ける
道具を見せていただいたりしまし
た。
この福祉体験をきっかけとし
て、子どもたちはいろいろな障害
のことや、バリアフリーなど福祉
に関することから各自がテーマを
持って、インターネットなどで調 令和２年度
べてまとめる学習に取り組んで 小櫃地区社会福祉協議会の方のサ
ポートを受けての車いす体験
いきます。

？読

令和元年9月23日台風15号の後に行った
鴨川ふれあいデイサービス

平成29年

三舟山ミニライブ

者 ク イ ズ？

千葉県共同募金会のマスコットキャラクターは何で
しょう。
①ぴよまる ②ぴよたま ③びわぴよ
◆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
祉協議会へハガキまたはメールにてお送りください。
Googleフォームにて回答いただくことも可能です。
下記URLまたはQRコードから回答をお願いします。
https://forms.gle/zarNhvEn89N95udN7
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（郵送：11月30日消
印有効 Googleフォーム：11月30日〆切）
◆第205号解答◆
Q 君津市社会福祉協議会は設立何周年を迎えたで
しょうか。
A ①50周年
◆当選者◆
伊藤誠一さん 大隅由紀美さん
折野洋一郎さん

賛助会員募集中
君津市社会福祉協議会に財政面で御支援いただける賛助会員を通年で募集しています。

私たちは「賛助会員」として君津市社協の活動を応援しています！

株式会社うみぼうず
君津市西坂田1-3-14
TEL 0439-73-3939
社会福祉法人君津福祉会

君津保育園

KIMITSU NURSERY SCHOOL
〒299-1165 千葉県君津市高坂1-11
TEL0439-52-0209 FAX0439-57-0738

きみほちゃん

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

君津市大山野875
TEL 0439-55-8601

君津市広岡375
TEL 0439-50-7211

山の手フラワーヒル

デイサービスみのり
君津市宮下1-3-28
TEL 0439-27-0586

上 総 園

サービス付き高齢者住宅憩いの里

上総都市計画株式会社
株式会社フジノホーム

君津市外箕輪3-5-24
TEL 0439-55-1888
（代表）

