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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3年度福祉の標語コンクール」が行われ、小学校12校、中学校6校から心温

まる標語作品1,768点の応募がありました。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。入賞作品の中
から特別賞受賞者・作品4点を紹介させていただきます。2面には優秀賞作品を掲載しています。

君津市長賞	 「助け合い　気づかう心で　バリアフリー」	大和田小学校	 3年　石井	龍希
君津市教育長賞	 「声かけで　福祉と防犯　二刀流」	 南子安小学校	 6年　下山	莉奈
君津市社会福祉協議会長賞	「思いやり　心をつなぐ　バトンパス」	 小櫃小学校	 4年　木村	咲陽
君津市社会福祉協議会長賞	「優先席　なくてもゆずれる　助け合い」	 周西南中学校	 1年　中村	美空

昨年末には落ち着いていた新型コロナウイルス感染症ですが、年明けから急速に感染者が増加し
ています。現在は新たな変異株であるオミクロン株が流行し、感染が拡大している状況です。ワクチ
ン接種を受けた方も多いと思いますが、ワクチンの効果は100％ではありません。ワクチンを接種し

ていても感染してしまうブレークスルー感染により誰かに感染させてしまうケースが
あるので注意が必要です。
今一度、「マスクの着用」や「手洗い」、「3密（密接・密集・密閉）回避」等に気をつけながら日々の生活

を送りましょう。

コロナ禍での支援として君津市社会福祉協議会では、今年度より独自で開始したフードバンク事業や君津市及び赤十
字奉仕団との連携による新型コロナウイルス感染症自宅療養者等食料支援事業を行っています。	
フードバンク事業は、家庭や企業に眠る食品の受け入れを通年で行い、生活困窮者等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をしています。
1月に行われた成人を祝う集いの際には、新成人の方が多数の食品等を寄贈してくれました。
新型コロナウイルス感染症自宅療養者等食料支援事業では、新型コロナウイルスに感染した自宅療養者で食料品等

の調達に困窮している方に食料品等のお届けをしています。
コロナ禍でも社会福祉協議会として地域のために何ができるかを今一度

考えて、事業等を実施してまいります。	
また市内8地区に設置されている地区社会福祉協議会では、コロナ禍でも

支援を必要とする人が孤立しないよう見守り活動を実施しています。
まだまだ予断を許さない状況ですが、みんなで力を合わせてコロナを乗

り切りましょう！

コロナに 　 なるけ負

新成人からフードバンクに寄贈された食品
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表彰・感謝状顕彰者の方々（社会福祉協議会、共同募金会 関係のみ御紹介）
◆	君津市社会福祉協議会会長表彰状　長谷川公子／木村小枝子／倉富絹江／榎本和子／鈴木良明／朝生昌利／真板源一郎／三澤清／萱野操／千葉啓子／
下田正行／岡村弘幸／池田カメ子／榎本春江／香取まき子／狐崎有美子／坂井富子／高野マサヨ／山崎すみ子／鳥飼一男／笠井沙由美／木村憲治／	
榎本雄幸／佐原進／城之下君子／広部輝夫／佐野嘉彦／長谷川安幸／齊藤好雄／窪田禮子／宮本隆司／宮崎江美子／金見昌明／河野雪枝／齊藤	
きよ子／布施美智子／三宅千鶴子／渡邉久子／所則子／森喜久枝／朝生久子／塩田美和子／星野芳人／島津富久江／鈴木わか／鈴木キミ榮／柳瀬	
紳司／柳瀬文子／黒澤友子／松島幸子／鈴木けん子／宮田陽子／栁沼美智代／羽田昌子／西谷須美江／小林すみ子／藤川一美／平山利子／齋藤	
はるゑ／櫻井安子／能戸弘子／山中家道／音訳の会「さざなみ」／どんぐり劇団／ボランティアサークルfor-U／緑晃会舞踊グループ
◆	君津市社会福祉協議会会長感謝状　草刈新太郎／寺本實／藤本全道／株式会社ノバ・メディクス／君津市農業協同組合／日豊電材株式会社／日本製鉄
株式会社東日本製鉄所君津地区きみつ会／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
◆	共同募金会会長感謝状　佐藤光一郎／株式会社オアシスグループ／君津ロータリークラブ／山九株式会社君津支店／太勢建設株式会社／特別養護	
老人ホーム上総園

第 50回君津市社会福祉大会　表彰に輝いた方々（順不同・敬称略） 

君津市内の小学校、中学
校から1,768点の応募があ
りました。

特別賞4点
優秀賞53点
佳　作180点

今回は、入賞作品を掲載
いたします。
福祉に対する温かい表現
が数多く審査に大変悩み
ました。
たくさんのご応募ありがと
うございました。

令和4年1月27日に予定していた「第50回君津市社会福祉大会」はコロナウイルス感染拡大のため中止いたしました。
大会の席上で顕彰する予定であった受賞者の方を御紹介します。

優秀賞
ばあちゃんち　わたしはえがおで　パトロール 八重原小学校 １ 学年 石井　心蘭
思いやり　気持をかたちに　ボランティア 八重原小学校 ４ 学年 花村　拓真
みんなのね　えがおがあふれる　まちがすき 南子安小学校 ２ 学年 平野　海翔
いつまでも　たよりにしてね　わたしの手 周西小学校 ２ 学年 石井　咲希
「ふ通」って？　人によって　ちがうよね 周西小学校 ５ 学年 松坂　柚希
はいどうぞ　そのひとことで　えがおのわ 大和田小学校 １ 学年 工藤　雪乃
わたしの手　やさしく広げる　ふくしのわ 大和田小学校 ３ 学年 朝生ひより
さしのべた　あなたのその手は　きぼうの芽 大和田小学校 ４ 学年 小倉日花里
だいじょうぶ　わたしがあなたの　そばにいる 大和田小学校 ４ 学年 菰田　風香
助け合い　笑顔あふれる　君津市へ 大和田小学校 ６ 学年 長谷川楓花
見つけてね　君にしかない　たからもの 大和田小学校 ６ 学年 平賀　優基
「こんにちは」　マスクのなかは　にっこりえがお 坂田小学校 １ 学年 廣瀬　旺雅
お互いさま　助けられたり　助けたり 坂田小学校 ６ 学年 安藤日和子
えがおはね　だれでもみんな　きんメダル 貞元小学校 １ 学年 春田　琉依
つなげよう　やさしい心の　バトンパス 貞元小学校 ２ 学年 土谷　遥斗
ありがとう　その一言が　温かい 貞元小学校 ４ 学年 伊東　美遥
助け合い　役に立ちたい　ぼくだって 貞元小学校 ５ 学年 篠﨑　琉衣
助け合い　やさしい気持ち　笑顔さく 周南小学校 ４ 学年 西海　心陽
思いやり　ちょっとの勇気で　みなハッピー 周南小学校 ４ 学年 野澤　愛瑠
「ありがとう」　その一言で　皆、笑顔 周南小学校 ６ 学年 薮中　心春
あいさつは　笑顔になれる　合言葉 小糸小学校 ５ 学年 立野　桜羽
あなたの手　さし出すゆう気が　花さかす 清和小学校 ３ 学年 鹿島　帝輝
ぼくたちで　こえをかけあい　たすけあい 清和小学校 ５ 学年 真木　快斗
たすけたり　たすけられたり　えがおのわ 小櫃小学校 ３ 学年 安藤　結音
いえるかな？　なにかてつだうことは　ありますか 上総小学校 １ 学年 松﨑　瑠凛
おとしより、　ながいきしてね、　やくそくね。 上総小学校 ３ 学年 本吉　永汰
つづけよう　すすんでやろう　助け合い 上総小学校 ５ 学年 小材　康市
生まれつき　持ってる個性　大切に 上総小学校 ６ 学年 野村　優衣
助け合い　それはだれかを　すくうんだ 外箕輪小学校 ４ 学年 福本　和花
バリアフリー　世界の壁をも　取り除く 君津中学校 ２ 学年 髙辻　藍瑠
広げよう　年代こえた　地域の輪 君津中学校 ２ 学年 中山　裕基
さりげない　小さなきづかい　世界が変わる 君津中学校 ２ 学年 鈴木　友月
肌色も　性別、人種も　差別無く 君津中学校 ２ 学年 工藤　来夢
行動で　つくり出そうよ　幸せを 君津中学校 ２ 学年 池田　柚奈
離れても　心の距離は　0メートル 君津中学校 ２ 学年 松村　東悟
ボランティア　育った地域に　恩返し 君津中学校 ３ 学年 白井　朝康
コロナ禍で　三密さけて　思いやり 周西中学校 ２ 学年 豊田　涼花
ありがとう　言って言われて　いい気分 周西中学校 ２ 学年 香月　花凜
「手伝います」　幸せふくらむ　あいことば 周西中学校 ２ 学年 北原　萌花
あいさつは　世界をつなぐ　キーワード 周西中学校 ３ 学年 平野　蓮旺
助け合い　優しく押してね　車いす 周南中学校 １ 学年 木津　杏樹
あいさつは　みんなの地域の　たからもの 周東中学校 １ 学年 小倉　悠正
助け合い　みんなでつなぐ　福祉の輪 周東中学校 ３ 学年 尾形　元暉
君の手で　支えてつながる　心の輪 周東中学校 ３ 学年 中村　美咲
目配り気配り心配り　つねに張りたい　心のアンテナ 周東中学校 ３ 学年 橋野　遼祐
ボランティア　地域の笑顔を　つくる種 上総小櫃中学校 ２ 学年 篠田　結斗
大丈夫　その一言が　希望の光 上総小櫃中学校 ２ 学年 都筑　愛莉
スマホ見て　家族との時間　忘れてない？ 上総小櫃中学校 ２ 学年 富澤　　愛
ボランティア　地域の人と　支え合い 周西南中学校 １ 学年 小野里聖翼
どうしたの　あなたのなやみ　きかせてよ 周西南中学校 ２ 学年 赤羽　真帆
自分から　その心こそ　支えあい 周西南中学校 ２ 学年 齋藤きらら
心地よく　ほはばあわせて　歩く道 周西南中学校 ３ 学年 渡邊　温人
あなたとの　違いを認めて　助け合い 周西南中学校 ３ 学年 中村茉衣杏

令和 3 年度
福祉の標語コンクール
優秀賞作品



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
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ボランティアひろば

各地域において長年社会奉仕を行い、社会福祉の増進に顕著な功績のあった
団体として、君津市ボランティアセンター登録の「ガイドヘルパー マリモ」さ
んが表彰されました。

視覚障がい者の支援グループとして平成4年に結成以来、歩行介助やガイド
ヘルプを行い、視覚障がい者が安全に外出するためのサポートや視覚障がい者
の卓球などのスポーツ支援のほか、みかん狩りなどを企画し、交流活動を積極
的に行っています。また、社会福祉協議会の行事でも視覚障がい者のサポート
としてご協力いただいています。

代表より一言 　このたびは令和3年度千葉県社会奉仕賞をいただき誠にありが
とうございます。ガイドヘルパー マリモは今年グループ結成30周年を迎えます。
そのような節目の年に思いがけず受賞の報に接し、大変嬉しく光栄に思います。利
用者の皆様、そして私達の活動を理解して下さるすべての方々に、心より感謝申し

上げます。私達は日頃よりガイドヘルパーとして様々な気配りと安全を第一に活動していますが、同時に利用
者と一緒に楽しむ事をとても大切にしています。これから先も今回の受賞に背中を押してもらいながら、信頼
できる仲間とともに地道に楽しんで、この価値ある活動を続けていきたいと思っています。　
 ガイドヘルパー マリモ　代表　重田

だれでもマイナンバー制度が利用できるようにお手伝いをしています
○視覚障がい・見えにくい方   音声広報CD・点字広報誌・大活字（大きい文字）広報誌
○聴覚障がいの方   DVDで見る手話動画（字幕入り）
君津市ボランティアセンターにご用意しております。　ご希望の方はご連絡ください。

毎年2月に行われておりました＂君津市ボランティアの集い＂は、コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から中止となりました。お知らせ

新規ボランティアさん大募集！
随時募集しておりますので、お気軽にボランティアセンターまでお越しください♪

千葉県社会奉仕賞・受賞おめでとうございます！！ ガイドヘルパー マリモ 

11月20日（土）10時から12時まで穏やかな晴天の中、君津中央公園にて2年ぶり
の飛び入りボランティア体験講座を開催しました。

市民の集う場所を会場として、日頃接する機会の少ない「車いす」をボランティア
サークルfor-Uメンバーのご協力により、車いすの広げ方や押し方など介助方法を
参加者に説明し、体験していただきました。

参加者は中高年の方や若い家族連れ、小学生など、幅広い年齢層の方に車いす体
験をしていただきました。参加者からは「実際に動かしてみると、とても難しくまっ
すぐ進まなかった」と話がありました。今回の体験を機に安全に車いすを扱い、障がいのある方も快適な生活が送れ
るように、行動を起こしてほしいと思います。今後、このようなボランティア体験活動を継続し、福祉活動の啓発と普
及に努めます。

ボランティア体験講座（車いす）を開催しました飛び入り

甘いミカンお腹いっぱいごちそうさま
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賛助会員募集中

ボランティア
活動紹介
ボランティア
活動紹介

鹿野山・愛彩の会
私たちは、「鹿野山の自然、歴史、

文化を学びながら四季を通じて彩
を創ろう」と2015年春に結成しま 
した。

サクラ、モミジ、ミツマタなどの植栽や遊歩道周辺の整備活動が、 
10～20年後には鹿野山に昔の賑わいを取り戻し、地域の活性化にも
繋がることを夢見ています。

この数年は、台風被害からの復旧作業や感染拡大防止策を講じての
草刈り作業が多くなっていますが、巨樹や山野草などの自然に触れる
活動を通して、仲間を大事にして楽しくより健康的な時間を過ごせれ
ばと思っています。

見学や体験参加は随時可能ですのでお知らせください。
問 鹿野山・愛彩の会　会長　小出　☎090−2405−5265

彼岸花の傍らで会員の面々

「ジャンボおはぎ」奉納

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！

（順不同）

社会福祉法人
志真会

君津市貞元510
TEL 0439-55-2222

特定非営利活動法人
はぐくみの杜を支える会

君津市糠田64
TEL 0439-32-2270

株式
会社 君津運送
 君津市大和田580

TEL 0439-54-6311

君津市ボランティアセンター
登録ボランティアグループ

朗読の会 揺
ゆ り か ご

籃

有限
会社  越川自動車工業

君津市外箕輪4-10-41
TEL 0439-52-3499

有限
会社 東海千葉保険

君津市久保1-7-13
TEL 0439-55-1834

https://tokai-cb2004.com

君津ビルサービス株式
会社 

  君津市大和田580
TEL 0439-54-6311

君津市ボランティアセンター
登録ボランティアグループ

君津すずらん

居宅介護支援事業所
るぴなす

君津市長谷川1234
TEL 0439-35-3038

有限
会社 成本商店

 君津市南子安3-4-8
TEL 0439-52-0207

 メディアステーション㈱
ぱぱさん運転代行

TEL 0120-913-899

君津市地域福祉推進センター
ゆうゆう館利用団体

いきいき太極拳

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：3月18日消印有効　Google
フォーム：3月18日〆切）
◆第206号解答◆
Q  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。
 A ③びわぴよ
◆当選者◆
佐藤進さん　岡村理佳さん　オチアイマサコさん

ガイドヘルパー マリモさんはどのようなボラン
ティア活動をしているでしょう。
①ガイドヘルプ　②手話通訳　③演芸披露
◆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。

読 者 ク イ ズ？？

応募は右記QR
コードからお申し
込みください。


