
　１月２６日木曜日、君津市民文化ホールにて200名を超える皆様にお越しいただき、「第５１回君津市社会福祉大会」を開催し
ました。
　式典では、社会福祉団体の役員や各種相談員を長年務めた方など、福祉事業功労者195名、16団体に表彰状・感謝状の贈
呈を行いました。
　基調講演では、小国士朗氏を講師に迎え、『「注文をまちがえる料理店」のこれまでと、これから』をテーマにご講演いただき
ました。
　小国氏がプロデュースする「注文をまちがえる料理店」は、認知症の方が注文と配膳を行うイベント型のレストランであり、そ
のきっかけとして「まちがえがあっても、その場にいる人がそのまちがえを受け入れれば、まちがえでなくなる」という気付きを
多くの方に知ってもらいたいとの思いから始めたこと、また、実施してみて、効率と非効率、サービスを提供する側と受ける側を
あえて分けず、むしろ混ぜることでコストが価値に変わったことなどをお話しいただきました。
　身近な認知症についての内容であり、来場された皆様にとっても関心が高く、熱心に話を聴いていました。
　多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。

　君津市社会福祉協議会主催「令和4年度福
祉の標語コンクール」を実施し、小学校12校、
中学校6校から心温まる標語作品2,131点の
応募をいただき、ありがとうございました。
　応募作品の中から特別賞受賞者・作品４点
をご紹介させていただきます。
　優秀賞受賞作品は、ホームページに掲載し
ています。

●君津市長賞　
　南子安小学校　６年　苅込 理生さん　
　「思いやる　小さな勇気が　大きな一歩」
●君津市教育長賞　
　周西中学校　１年　宮澤 悠斗さん　
　「その手には　人を支える　力あり！」
●君津市社会福祉協議会長賞　
　周西の丘小学校　４年　井口 空翔さん
　「バリアフリー　心のだん差も　取りはらおう。」
●君津市社会福祉協議会長賞　
　小櫃小学校　５年　木村 咲陽さん
　「笑顔の輪　広げていこう　私から」
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福祉きみつ 211 号（2）

訪問介護事業
　訪問介護は、介護保険制度に基づき、要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るためのサポートをす
ることを目的とした介護サービスです。
　訪問介護員（ホームへルパー）がご自宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの介助といった「身体介護」や、洗濯・
掃除・調理などの「生活援助」、生活に関する相談など、利用者に合った日常生活のお世話を行います。

　※利用者以外のための家事や医療行為など行えないサービスもあります。
　　利用についてはケアマネジャーを通じてご相談ください。
　　君津市社会福祉協議会　訪問介護事業所　☎55-2218
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情報伝言板！

身体介護サービスの具体例
・食事介助・入浴介助・排泄介助・歩行介助・更衣介助　など

生活援助サービスの具体例
・掃除・洗濯・食事準備・生活必需品の買い物や薬の受け取り・移動介助　など

民生委員・児童委員一斉改選
◆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。
　  君津市社会福祉協議会　☎５７－２２５０問

　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います。
　民生委員・児童委員は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担
っており、地域での支援者として活動しています。
　令和4年12月1日に、３年に一度の民生委員・児
童委員一斉改選が行われ、君津市では１７３名の方
が厚生労働大臣から委嘱を受けました。

地域の身近な相談相手

訪問介護員 募集

勤務時間　月間派遣計画表による
　　　　　（相談に応じて決定します）
資　　格　〇介護福祉士 〇ヘルパー２級以上
　　　　　〇介護職員初任者研修修了
　　　　　　のいずれか必須
　　　　　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

　・　　君津市社会福祉協議会　☎57-2250
※詳しくは本会ホームページ「求人情報」を
　ご覧ください

君津市ひとり親家庭友の会
会員募集中

　「ひとり親家庭の親子の福祉増進と児童の
健全育成を図ること」を目的に、君津市ひとり
親家庭友の会を平成29年9月に設立いたしま
した。お互いに情報交換や交流、学習を行う
団体です。
　君津市内在住のひとり親家庭の親子が対
象です。
　行事へのお試しの参加も大歓迎です。気軽
にお問い合わせください。
　※親だけでも参加できる行事もありますの
で、気軽にお問い合わせください。
友の会の主な事業
○情報交換会　○交流バスハイク
○学習会　　　○クリスマス会　　など
　  事務局
　  君津市社会福祉協議会　☎５７－２２５０

問 申
問

君津市社会福祉協議会が運営する
訪問介護事業所の訪問介護員（非常勤、若干名）

（ホームヘルパー）
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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 0439-54-2941　
　volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

　12月10日（土)に3年ぶりにふれあい館にて開催することができました。
　例年100名前後の参加者を30名に減らしての制限や、時間短縮等の感染
対策を行いながらの開催でしたが盛況に終えることができました。
　認知症予防のDVD鑑賞後、登録ボランティアグループ「あなたの健康守り
隊」代表平田すが乃氏の講話や座ったままでも楽しくできる体操など、とても
楽しそうに笑顔で参加していただけたのが印象的でした。
　　君津市ボランティアセンター

　平成16年2月に3名で立ち上げ、現在8名でボランティア活動を行っています。
　君津中央公民館のサークルで、地域住民の皆さんが楽しく、癒されるコン
サートを年1回7月の第1土曜日に当公民館の多目的ホールにて演奏をしてい
ます。

　コロナの影響で2年間演奏ができず困っていました
が、昨年の9月18日（日）に、第14回定期演奏会を開
催する事ができました。しかしまだ、従来のように年
10回程のボランティア活動ができない状態です。来年
度はコロナの影響を受けず、正常に戻っていただきた
いものです。
　また、昨年は12月13日(火)にかずさFMスタジオ（市
役所1階）にて
わたしたちの
活動について

のお話と演奏の公開生放送を行い、12月16日(金)には久保のサロンの会で
クリスマス会の演奏を行いました。毎週月曜日に練習しており、そのうち月2
回は吉川みくり先生が伴奏してくれています。
　ボランティア活動では一緒に歌える曲を演奏
しております。
　ご興味のある方は是非ご連絡ください。
　　君津市ボランティアセンター

オカリナ・サウンズ （代表 小林昌宏）

「ボランティアと障害者との研修交流会」を開催しました「ボランティアと障害者との研修交流会」を開催しました

　君津中学校の歌声福祉専門部が中心となって取り組んだ「収集活動」で、集
まったプルタブ約５㎏を、生徒の皆さんが届けてくれました。
　自分たちにできることをみんなで考え、一生懸命収集活動に取り組んでくれ
た生徒たちの思いを大切にし、有効に活用させていただきます。
　ご協力いただきありがとうございました。
（プルタブはリサイクル業者へ売却し、売却代金を市民の方への無料貸出用車
いすの購入費用に充てさせていただきます）
　　君津市ボランティアセンター

君津中学校生徒さん収集のプルタブが届きました君津中学校生徒さん収集のプルタブが届きました

ボランテ
ィア

活動紹介

第 14回定期演奏会

参加者の皆さんと

問

問

問

ボランティアひろばボランティアひろば 

たくさんの気持ちが詰まっています

みんなでやると更に楽しく体操できました
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年に一度のお楽しみ
 「ふれあいサロンクリスマス会」 

君津西地区社会福祉協議会

　より親しみやすい広報紙をつくるため、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。
　いただいたご意見・ご感想は広報紙づくりの参考にさせていただきます。なお、個別の回答はいたしませんので
ご了承ください。ご協力お願いいたします。　　　君津市社会福祉協議会　☎57-2250　FAX54-2941

　高齢者のふれあいサロンの一環として、毎年１２月にクリスマス会を行っています。
　令和４年度は１２月１５日（木）に周西公民館にて開催し、約５０名が参加されました。
　参加者の皆さんでサンタクロースの工作をし、舞踊鑑賞、最後にお楽しみの抽選会を行いまし
た。感染対策を講じながらの実施のため、食事や保育園児との交流ができないなどの制限はあ
りましたが、久しぶりに顔を合わせての交流ができました。

　また、抽選会では当たった景品を開けて喜び合う姿が
見られるなど、参加した皆さんは楽しい一時を過ごされ
ていました。

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！

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。

たくさんの方に参加いただきました
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舞踊鑑賞

（順不同）

君津市久留里市場170
☎0439-53-0700

喜楽飯店
君津市外箕輪4-10-41
☎0439-52-3499

越川自動車工業有限
会社

君津市内箕輪1-5-18
☎0439-52-7096

タリア商事有限
会社

君津市西坂田3-9-2
☎0439-54-2373

ミナミ総合企画有限
会社

君津市中富962-2 
富士フレイヤ―ビル101
☎070-7525-3000

アレッタ

君津市三直1274
☎0439-52-9866

内山建設有限
会社

君津市中野5-2-9
☎0439-53-0181

君津市大和田580
☎0439-54-6311

君津市大和田580
☎0439-54-6311

君津市末吉857
☎0439-35-3035

ご意見･ご感想をお聞かせください！

問

※君津西地区社会福祉協議会の活動の様子は、広報紙「のぞみ」
　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。
　　君津市社会福祉協議会　☎57-2250問

株式
会社丸増商事

QRコードからもお申し込みできます。
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地区社協
活動紹介

君津運送株式
会社 水田通信株式

会社君津ビルサービス株式
会社

君津保育園
社会福祉法人君津福祉会

就労継続支援
A型事業所

きみほちゃん

KIMITSU NURSERY SCHOOL

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


