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共同募金への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

今年度も10月１日から赤い羽根共同募金運動が始まりました。共同募金は、
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、様々な地域福祉の課題解決
に取り組む民間団体を応援する「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組ん
でいます。
皆様からお寄せいただいた募金の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。

令和 3 年度 君津市の募金額

令和元年台風災害時のブルーシート張りの様子

1,401 万 4,775 円

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

皆様からの温かいご協力に

952 万 0,816 円

449 万 3,959 円

心より感謝申し上げます。

青少年への福祉体験学習
視覚障害と介助の体験の様子

ありがとうメッセージ 「市内学童クラブの学習道具等の購入」

学童クラブの様子

助成金で購入した学習道具や遊具

歳末たすけあい募金

市内の学童クラブを利用する子どもたちの学習道具
や遊具を購入させていただきました。
子どもたちは宿題以外の家庭学習の時間で問題集を
活用し、学力の向上に役立てたり、遊具を使って学年
を問わず楽しく遊んで過ごすことができております。
募金をいただいた方に心よりお礼申し上げます。

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、２ページ「歳
末たすけあい見舞金支給のお知らせ」
をご覧ください。

千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
「びわぴよ」

「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

問 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

福祉きみつ 210 号（2）

.....................................

生活福祉資金貸付事業

.....................................

お役立ち情報

君津市社会福祉協議会では、千葉県社会福祉協議会が行っている「生活福祉資金貸付制度」のご案内、受付を
行っています。
生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省の要綱に基づく貸付制度です。比較的所得の少ない世帯、障害者世帯、
高齢者世帯、他制度の利用が困難な世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行う
ことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立に役立てていただくための貸付制度です。
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」
「不動産担保
型生活資金」の４種類の資金があります。民生委員の協力のもと、資金の貸付を行い
世帯の自立と安定に向け返済が終わるまで支援します。
資金の種類、利用方法については、千葉県社会福祉協議会のホームページ
（URL http://www.chibakenshakyo.com)でご確認ください。
問 君津市社会福祉協議会 ふれあい相談室 貸付担当 ☎ 55-0444

活 動
紹 介
避難支援についてディスカッション

令和４年８月３０日
（火）ＮＨＫ千葉放送局との共同企画により、
災害が起きたときに障害がある人などが、スムーズに避難する
ために必要な支援について考える地域ミーティングを開催しま
した。
今後も当協議会では、住民同士の助け合い支え合いを推進
し、地域防災力の向上のため取り組んでいきます。

情 報 伝言板 ！
君津市社会福祉協議会の職員を募集します
職種・人数 常勤正規職員 １名
受験資格 次の事項を全て満たしている方
(1) 昭和６３年４月２日以降に生まれた方で高等
学校を卒業または令和5年3月までに卒業見
込みの方
(2) ワード、エクセル等のパソコン操作ができる方
(3) 普通自動車運転免許（AT限定可）所持者など

※詳細は君津市社会福祉協議会にお問い合わせいただくか、
ホームページの正規職員採用選考案内をご覧ください。

採用予定日 令和5年４月１日
（採用から6か月間は試用期間）
試験日 第１次：令和４年１２月１１日（日）
第２次：令和５年１月１５日（日）
試験会場 君津市保健福祉センターふれあい館
受付期間 １０月１７日（月）から１１月２５日（金）
申込書類 君津市社会福祉協議会で配布
（ホームページからもダウンロードできます）

問・申

君津市社会福祉協議会

☎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ている以
下に該当する方で、希望される方に毎年１２月に見舞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歳以下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。（見舞金は民生委員がお届けします）
問 君津市社会福祉協議会 ☎ 57-2250

ボランティアひろば
ィア
テ
ン
ラ
ボ
介
活動紹

福祉きみつ 210 号（3）

君津まちなか子ども食堂 （代表 井上）

地域の子どもたちの「安心の基地」となるよ
うに、地域の皆さんの力を集め、子どもたちを
見守り、育む場として、子ども食堂を設立して2
年が経過しました。
コロナ禍のため会食は難しく、現在は北子安自治会館を会場に、月1〜 2回フード
パントリー（食材の無料配布）と手作り弁当の配布、子どもたちの居場所として「子ど
も広場」を運営しています。地域の多世代交流の場となることも目指し、皆さんの温
かいご支援・ご協力をいただきながら運営に努めています。

多くの人が並ぶ受付の行列

★ボランティアセンターが
取材してきました！
！
7月21日(木)にボランティアセンターで、君津
まちなか子ども食堂を見学させてもらいました。
学年に関係なく子どもたちが集まっており、
みんな楽しんでとても良い光景でした。

問

君津市ボランティアセンター

こま回しを大きな子が小さな子に
上手に教えていました

折り紙をみんなに教わりながら
作りました

第19回ボランティアと障害者との研修交流会参加者募集
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します。
日時：12月10日(土)午前10時から12時まで 会場：君津市保健福祉センター「ふれあい館」2階コミュニティホール
対象：ボランティア活動に関心のある方、障害のある方、登録ボランティア
内容：認知症予防のDVD鑑賞、講話及び体操 申込期限：11月11日（金）まで 参加費：無料 定員：先着30名
今年度はコロナウイルス感染症拡大防止のため、交流会のみで飲食提供はありません。
問・申 君津市ボランティアセンター

傾聴ボランティア養成講座を開催しました
令和4年9月5日（月）に「傾聴ボランティア養成講座」を開催しました。講師に
は「NPO法人傾聴グループ ぬくもりほっとらいん」を迎え、１９名の受講者が、
傾聴の基本的技術を学びました。
前半は講義、後半はペアで演習を実施し、終始和やかな雰囲気で、参加した方
からは「非常に有意義な時間を過ごせました」との感想をいただきました。

演習終了後、感想を発表しました

君津市ボランティアセンターには「傾聴ボランティア♡ハート」という登録グループがあり、コロナ前は高齢者施設
にて入所者への傾聴活動を定期的におこなっていました。少しでも早く日常生活に近づき、たくさんの方々の笑顔に
つながっていけたらと願います。月に1度 元気力 というサロンを開いており、ソーシャルディスタンスを取りながら
お話をしたり、椅子に座って簡単な体操をおこなったり、楽しく頭の体操をしたりと認知症予防につながる活動もして
おります。会員を募集しておりますので、興味のある方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（4月1日から事務所内に移転しました）
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 0439-54-2941
volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

福祉きみつ 210 号（4）

地区社協
活動紹介

笑顔と笑い声いっぱいの

君津南地区社会福祉協議会

「ふれあいサロン」

（活動区域：周西南中学校区）

君津南地区社協では、エリアを５地区（大和田と中富北、中野、久保、台、陽光台と高坂地区）
に分け、75歳以上のひとり暮らしの方や80歳以上の高齢者世帯の方をお招きして「ふれあ
いサロン」を開催しています。
サロンでは、歌ったり体操をしたり、お弁当を食べたりと、楽しいひとときを過ごしています。
現在はコロナ禍で活動は制限されていますが、感染対策を
講じながら「ふれあいサロン」を開催しています。
「ふれあいサロン」を通じて多くの皆様と共に支え合い安心
して暮らしていける地域づくりが展開していくことを目指して

大和田・中富北地区サロン
ハーモニカにあわせて、みんなで歌いました

います。ふれあいとやさしい雰囲気の「ふれあいサロン」にぜ
ひ足を運んでみてください。

※君津南地区社会福祉協議会の活動の様子は、広報紙「南地区社
協だより」でもご紹介しています。
君津市社会福祉協議会ホームページからもご覧いただけます。

久保地区サロン
この日は落語を聴きました

問 君津市社会福祉協議会

ご意見・ご感想をお聞かせください！
より親しみやすい広報紙をつくるため、
「福祉きみつ」へのご
意見・ご感想をお聞かせください。
グーグルフォームURL（https://onl.la/GWsrq8y）または
電話、FAXにて受付しています。ご意見・ご感想は広報紙づく
グー グルフォーム
福 祉 きみつ
読 者アンケート

りの参考にさせていただきます。
なお、ご意見・ご感想に対する個別の
回答はいたしませんのでご了承ください。
ご協力をお願いいたします。
問 君津市社会福祉協議会

☎57-2250

賛助会員募集中

FAX54-2941

☎57-2250

読者 クイズ
当選者発表
◆第209号解答◆
Q 令和４年６月１日現在、君津市ボランティアセンターには
何団体登録しているでしょうか。
A ②７５団体
◆当選者◆
石川 静江 様
三澤 静香 様
舘林 雅恵 様

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！

QRコードからもお申し込みできます。

合同
会社

ワー ルド

君津市久保2-10-10
☎0439-55-7776

株式
会社

ノバ･メディクス
君津市東坂田4-8-23
☎0439-55-0623

デイサービス

特別養護老人ホーム上総園

こいと福寿草の家

君津市広岡375
☎0439-50-7211

君津市白駒41-1
☎0439-71-3254

株式
会社

菊

屋

君津市久保2-6-11
☎0439-52-0039

合同
会社

スリーアップ
君津市糠田115-1
☎0439-27-0266

株式
会社

シャイニングロード

君津市南子安4-27-2 新昭和第7ビル201
☎0439-72-8181
社会福祉法人

志真会

君津市貞元510
☎0439-55-2222
社会福祉法人

アルムの森

富津市千種新田936-2
☎0439-65-0850
（順不同）

