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第４７回君津市社会福祉大会を開催します
「いつまでも住み続けたい支えあいのまち」をめざして

　長年にわたって社会福祉活動の推進と発展に功労のあった方々を顕彰し功績をたたえるとともに、君津市の社会
福祉の更なる発展を図ることを目的に「第47回君津市社会福祉大会」を開催します。
　ご家族やご友人お誘いあわせて、是非お越しください。
問 �君津市社会福祉協議会　☎57−2250

君津市社会福祉協議会
マスコットキャラクター
「ほのぴー」

入場料�無料
どなたでも自由に
ご参加ください

講師紹介

講師　宮
み や た

田　修
おさむ

�氏
元NHKアナウンサー

【プロフィール】
1947年　�千葉県生まれ
1970年　NHK入局　旭川局配属

その後神戸、福島、岡山、広島、大阪、東
京局勤務
大阪放送局では阪神・淡路大震災に遭い、
第一報を伝えたことで知られる。
その後NHKの看板ニュース番組である
「ニュース7」を4年間にわたって担当した。

2004年　�アナウンス室部局専門委員
2008年　�ＮＨＫ退職

期　日　平成31年1月31日（木曜日）
会　場　君津市民文化ホール中ホール
主　催　君津市
　　　　社会福祉法人君津市社会福祉協議会
　　　　千葉県共同募金会君津市支会

開催日程
受　付　午後0時30分～午後1時15分
開　会　午後1時15分
式　典　午後1時15分～午後2時40分
　　　　・福祉事業功労者に表彰・感謝状の贈呈
　　　　・来賓祝辞
　　　　・発表　“社会を明るくする運動”作文
� 福祉の標語コンクール特別賞作品

記念講演　午後2時40分～午後4時
　　　　演　題　こころを楽にする生き方
　　　　講　師　元NHKアナウンサー　

宮
み や た

田　修
おさむ

�氏

閉　会　午後4時

※�正午～午後4時20分まで、ロビーで社会福祉施設等の
　作品展示・販売を行います。
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君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

献血のお知らせ

君津市ひとり親家庭 友の会
クリスマス会を開催します！

情報伝言板

「福祉車両」無料貸出します

日　時：10月23日（火）
午前10時00分～午後0時15分
午後1時30分～午後4時00分

会　場：君津市保健福祉センター
主　催：君津市赤十字奉仕団
問�君津市社会福祉協議会　☎�57−2250

日　時：12月9日（日）　午後1時～午後3時
会　場：生涯学習交流センター（予定）
参加費：一家庭500円

ケーキや飲み物もご用意いたします。プレゼント交換もあ
ります。申し込み、詳しくはお問い合わせください。

問�君津市社会福祉協議会　☎�57−2250

障害者週間をご存知ですか？
　障害者週間（毎年12月3日から12月9日）は、障害
や障害者への関心と理解を深め、障害者の社会参加
への意欲を高めるための啓発活動を行うものです。
　君津市では、障害者団体の活動展示や福祉作業
所、施設で製作した物品の販売を行います。
　是非、お立ち寄りください。

日　時：１２月５日（水）　午前１０時～午後３時
会　場：市役所１階ロビー
� 生涯学習交流センター１階ギャラリー
問�君津市障害福祉課　☎�56−1148

歳末たすけあい見舞金のお知らせ
　君津市社会福祉協議会では、歳末たすけあい募金を財源
として歳末たすけあい見舞事業を実施します。対象は君津
市内の在宅で生活し、下記に該当する方々です。
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両親不在の児童・生徒（１８歳未満の両親不在児童・生徒）
　詳しく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

　君津市社会福祉協議会では、　歩行困難な方の通院や買い物、行楽など、外出機会を
支援するために福祉車両〔車いすやストレッチャー（移動用キャスター付寝台）のまま乗
降可能な車両〕を貸出しています。
対象者：①歩行困難な、おおむね６５歳以上の方
　　　　②身体障害者手帳の交付を受けた、歩行困難な６５歳未満の方
　　　　③知的障害者（児）と判定された、歩行困難な６５歳未満の方
※利用は無料ですが、燃料を満タンにしてご返却ください。
（返却時に、給油時のレシート・納品書をご提示願います。）
社会福祉法人君津市社会福祉協議会　☎57−2250

君津市社会福祉協議会が所有している福祉車両
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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！！
ボランティアセンターへのボランティア
依頼の手順
①来所またはお電話で、施設・団体等のお名前・所在
地・連絡先・活動の日時・依頼内容をお伝えください。
②依頼内容に応じて登録ボランティア（団体・個人）
さんへ連絡、ご都合の合う方と調整をいたします。
（依頼内容やボランティアさんの都合により、ご希
望に添えない場合もあります。）
※演芸披露等は時期によっては混み合いますので、2か
月前くらいまでに依頼をお願いします。また、個人宅に
入ることは出来ません。
まずはボランティアセンターへご相談ください。

飛び入りボランティア体験講座開催いた
しました。
　9月1日（土）生涯学習交流
センターや君津市立中央図書
館に来館された沢山の方々が
体験してくださいました。
　車いすでの移動では、
ちょっとした段差で手間取っ
たり坂道が怖かったり、アイ
マスクを付けての目の見えな
い体験では恐怖を感じて足が
なかなか前に出なかったり…
「怖かった」「移動に困っている方々の気持ちがわ
かった」という感想が寄せられました。
　来春も行う予定ですので是非ご参加ください。

収集活動してます！！
小さな子どもからお年寄りまで、誰でもできる活動です。

クローバー賞受賞！！緑晃会舞踊グループ
　地道な活動を
継続し、地域社
会に貢献してい
る個人や団体に
贈られる「クロー
バー賞」。
　この名誉ある
賞を、君津市ボランティアセンター登録団体の「緑晃
会舞踊グループ」に贈られました。
　おめでとうございます！
40年以上の長きにわたり、地域イベントや高齢者施
設等へ演芸ボランティア活動を継続しております。

第17回 ボランティアと障害者との研修・交流会
　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
ことを目的に実施いたします。
日　時：12月9日（日）午前10時～午後1時30分予定

（受付9時30分～）
会　場：君津市生涯学習交流センター2階
� 多目的ホール
対　象：君津市在住・在勤・在学のボランティア活動に関

心のある方、心身障害の方、登録ボランティア
参加費：500円・学生300円（資料・昼食代等）
定　員：先着130名
 ※例年と会場が違います。
申�問�君津市ボランティアセンター

第22回 君津市ボランティアの集い
日　時：平成31年2月24日（日）

午前9時30分～午後2時30分（予定）
会　場：上総地域交流センター（上総公民館）

（君津市久留里市場192-5）
　「君津市ボランティアの集い」開催にむけて実行委
員会を組織し、準備を進めてまいります。実行委員会
は10月から毎月第１月曜日午後１時から行う予定です。
実行委員も大募集！詳細はお問い合わせください。

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。

アイマスク体験

福祉車両体験
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菜の花の会
　こんにちは、「菜の花の会」です。
　当会は、設立して20年以上になり、定期的な活
動として、高齢者施設での洗濯物等の整頓作業を
行っています。
　また、高齢者施設や障害者施設におけるイベン
トなどのお手伝いや、歌や踊りを披露する芸能活

動も積極的に行って
います。多彩な60名
の会員が地域のお役
に立ちたいとの使命
感を持って、お会いした皆様の笑顔を励みに、楽しみながら取り組
んでいます。
　これからも、少しでも皆様に喜んでいただけるよう、会員一同、
益々頑張って参ります。

問君津市ボランティアセンター　☎55−0294

　亀山中学校は、小櫃川の上流にある自然に恵まれた学校で
す。地域の祭りと合同開催の文化祭や学区クリーン作戦な
ど、地域と関わる取り組みを行っています。
　先日、君津市社会福祉協議会の方々のご協力もあり、福祉
体験学習を行いました。車いす体験や、アイマスクを着用し
て視覚障害を体験するなど、普段私たちが感じたことのない
ものを体感しました。この授業を通じて学んだことをそのま
まにせず、新しい亀山中の一歩に、そして私たちの人間とし
ての成長につなげたいと思います。
　亀山中の伝統を守りながらも、全校生徒20名で新しい亀山
中をつくり続けていきます。

君津市立亀山中学校

生徒会長３年 鴇
と き た

田 帆
ほ な み

南

毎週水曜日に洗濯等の作業をしております

活動
紹介
活動
紹介

　体が不自由な人や高齢者など、自動車の乗降に困難を伴う人が使いやすい
ようにした自動車。
　市販車を基本にして、乗降を助ける装置や運転補助装置などを加えたり、
ドアなど車体に改造を加えたりしている。
　車いすのまま車内に乗り込むことができる車いす仕様車、座席が車体の外
に降りることで乗降を助けるサイドリフトアップシート車、座席リフトアッ
プシート車、座席回転シート車など、用途に応じてさまざまな仕様がある。
　このほか、手や足が不自由な人でも運転ができるように運転補助装置などを加えた仕様もある。
� 出典　小学館日本大百科全書

福祉車両（福祉カー）

障害者週間の時期はいつでしょう？
①4月　　②9月　　③12月
◆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5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。
（応募締切=11月16�日）
◆第192号解答◆�
Ｑ.200㎖の献血ができるのは何歳からでしょうか？　
Ａ．①16歳

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

川名順子様、黒川愛子様、千葉育雄様、
長谷川悦子様、茂木育子様

読 者 ク イ ズ？？


