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困ったときには…
まず地域包括支援センターに相談してみましょう
たとえば
・介護の相談にのってほしい ・ひとり暮らしでこれからが不安
・最近転びやすくなってきた ・認知症が気になる など

介護、福祉、医療に関することをはじめ、高齢者に関する様々な相談に応じます。
君津市地域包括支援室
（君津市役所1階10番窓口）
☎56-1732
（北子安地区を含む）

君津南地区
周西南中学校区
小糸地区
小糸中学校区

君津西地区
周西中学校区

君津市東部地域包括支援センター
（特別養護老人ホーム上総園敷地内）
☎27-0710
小櫃地区
小櫃中学校区

上総地区
久留里・松丘・
亀山中学校区

（

君津市中部地域
包括支援センター
介護老人保健施設
メディケアー君津敷地内
☎32-1717

）

清和地区
君津中地区
清和中学校区
君津中学校区
（北子安地区を除く）
君津東地区
八重原・周南
中学校区

社会福祉協議会も様々な相談に応じています
たとえば

○心配ごと（家庭内、日常生活の中での様々な悩みなど）相談
○弁護士による（相続、遺言の相談など）法律相談
○カウンセラーによる（精神的な悩みなど）こころの相談
○金銭管理や日常生活に不安のある方の生活支援

☎ 55-0444

☎ 55-0454

○介護支援専門員（ケアマネジャー）による介護保険サービスの相談
○ホームヘルパーによる身体の介護や生活の援助

君津市社会福祉協議会

☎ 57-2250

☎ 55-2218
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お役立ち 情報

車いす・福祉車両の貸出し
【車いす】
歩行困難な方の日常生活を支援するため無料で車いすの貸出しを行っています。貸出期間は、最長６か月です。
【福祉車両】
歩行困難な方が通院や買い物や行楽などの際、外出をしやすくするために
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。
※利用は無料ですが、燃料は自己負担となります。
利用方法等についてのお問い合わせ・相談は
君津市社会福祉協議会 ☎57-2250 ※土・日・祝日・年末年始を除く

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「平成28年度福祉の標語コンクール」が行われ、小学校15校、中学校10校から標語作品
1,673点の応募がありました。
特別賞受賞者・受賞作品を紹介いたします。
君津市長賞

貞元小学校

君津市教育委員会教育長賞 亀山中学校

6学年 半沢 果穂さん 「思いやり もてる心に 金メダル」
3学年 元良 美晴さん 「さしのべる その手を誰かが 待っている」

君津市社会福祉協議会長賞 八重原小学校 5学年 花村 颯太さん 「おばあちゃん 今度はぼくが 手をひくよ」
君津市社会福祉協議会長賞 八重原中学校 3学年 池邉

愛さん 「差し伸べた その手の先に 笑顔咲く」

板
言
伝
報
情

※なお、表彰は第45回君津市社会福祉大会（平成29年1月26日開催）の席上で行われます。

民生委員・児童委員改選
民生委員・児童委員は地域の身近な相談役
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、90年以上の長い
歴史をもっており、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持ち地域で
の支援者として活動しています。
今年は3年に一度の民生委員・児童委員改選の年
であり、君津市では12月１日より新任の委員63名、再
任の委員が114名、厚生労働大臣から委嘱を受けま
した。
◆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。
※民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣
から委嘱された非常勤の地方公務員です。

君津市地域福祉フォーラムを開催します

日時：平成29年3月4日（土）午後1時から
場所：君津市保健福祉センター（2Fコミュニティーホール）
内容：講演 「（仮）災害救援ボランティアの基本」
演習 災害ボランティアセンター運営訓練
講師 白尾克伸氏
詳細は、お問い合わせください。

君津市福祉作業所を紹介します
福祉作業所ふたば園とミツバ園では、身体障害者及び
知的障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう、さまざまな作業や学習を通じた支援を行っ
ています。
ふたば園では手さげ紙袋作成作業の他牛乳パックをリ
サイクルした名刺等を販売。
ミツバ園では食品の袋詰めやヤーコン茶の販売をして
います。

ボランティアひろば
受賞おめでとうございます！！

ものづくりの巨匠に感謝

音 訳 の 会「 さ ざ
なみ」が、平成28年

車いす体験で
使用するスロー

10月14日に開催さ
れた第64回千葉県
視 覚 障 害 者福 祉 大

プ板を、須 藤 研
一さん（ナル ク
かずさ所属）に

会において、千葉県
視 覚 障 害 者福 祉 協
会より感謝状を授与されました。視覚障害者のた

お願いをし、要

めに広報誌や読みたい本を音訳し、CDに仕上げ
て、聞いていただくという活動を現在26名の会員
で行っております。
今後も視覚障害者の支援活動にご活躍を期待い
たします。
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望をふんだんに取り入れ子ども達
の安全面や、体育館の床に傷をつ
けないように配慮して作っていた
だきました。ち密な計算と（匠の）
技術に感謝！！

演芸ボランティア募集

第20回君津市ボランティアの集い

福祉施設から行事等での演芸披露（歌、踊りな
ど）の依頼があります。
そこで披露いただける方々を募集しております。
趣味を生かして、ボランティアとして
活動してみませんか？
問 君津市ボランティアセンター

メインテーマ「であい ふれあい ささえあい」
日 時：平成29年2月26日（日）
午前9時30分〜午後2時45分（受付9時〜）
会 場：君津市生涯学習交流センター(2F多目的ホール)
君津市久保2-13-2 ☎50－3980
対象者：君津市ボランティアセンター登録ボランティア
及びボランティア活動に関心のある方
参加費：500円（資料・昼食代）
内 容：①基調講演 講師 水野谷繁氏
（特別養護老人ホーム上総園 園長）
演題「地域包括ケアシステムとボランティアに
ついて」
②グループ活動発表 ③交流会・懇親会
締 切：2月17日（金）
主 催：第20回君津市ボランティアの集い実行委員会
君津市ボランティア連絡協議会
社会福祉法人君津市社会福祉協議会
申 問 君津市ボランティアセンター

あたたかい気持ちをありがとう！！
〜プルタブの収集〜

皆様からお寄せいただいた、
“あたたかい気持ち”を大切に
使わせていただきます。収 集
ボランティアへのご協力ありが 1年分180㎏のプルタブが
集まりました。
とうございました。
◎プルタブのほか使用済み切手・カード、書き損じ・
未使用ハガキも収集しております。今後も皆様のご
協力をお願いいたします。

君津市ボランティアセンター登録ボランティアの皆さまへ
〜登録・更新手続きのお願い〜
平成28年度に登録いただいているボランティアグループ・個人ボランティアの方は平成29年度更新手続き
と平成28年度の活動報告をお願いします。封書またはハガキをお送りしますので、記入の上ご返送ください。
＊新規ボランティア登録も随時受付しています。お気軽にボランティアセンターまでお越しください！！

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
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コスモス

毎月1回特別養護老人ホームを訪問

君津市
社会福祉大会で
甘酒の接待

▶

活動
紹介

介護ボランティア

し、居室の掃除・車いすの 手入れ・喫
茶コーナー の 手伝い・衣 類の 繕い 等
いろいろな活動をさせていただいて
います。定例の活動の他に、福祉作業

所の作 業や社会福祉協議 会のイベント・福祉体験学習
のお手伝いもしています。
平成１０年に結成し、若かった（？）メンバーも高齢者
の 気 持ちがわかるような年代になりました。どんな 活
動も「細く、長く」「初心を忘れず」「自分も相手も大切

小学校で
アイマスク体験の指導▶

に」無理せず続けていきたいと思っています。
問 君津市ボランティアセンター

☎55-0294

君津市立周西中学校
き むら

くう

生徒会会長 2年 木村 空
周西中学校は、生徒会テーマ「精進～周西の誇りの伝承と更
なる高みを目指して～」のもと、生徒一人一人が学校に誇り
を持ち、生活しています。爽やかにあいさつすることはもちろ
ん、積極的にボランティア活動も行っています。ボランティ
ア活動では、エコキャップ回収をすることにより、医療支援、
ワクチン支援などに貢献しています。また、アルミ缶回収を行
い、資源を再利用することもしています。そして熊本で起こっ
た地震への募金活動も行ってい
ます。
周西中は来年度、創立50周年
を迎えます。現在は授業や道徳
集会、学力向上に向けて山の上
4校（坂田小、大和田小、周西
中、君津高校）で連携しながら
活動しています。歴代の先輩方
の伝統を引き継ぎ、さらに発展 熊本で起こった地震で被害にあった
できるように頑張ります。
方、地域に向けて募金活動を行っ

ホームドア

ホームからの転
落や列車との接触
事故防止 などを目的とした安全対策の一つ。
国土交通省では、高齢者、障害者等、すべて
の駅利用者のホームからの転落を防止するた
めの設備としてホームドアは非常に効果が高
く、整備を推進しております。平成28年3月
末現在におけるホームドア整備状況は665駅
となっています。
出典：国土交通省ホームページ

た、募金箱です。全校生徒・全職員
で１８,１６０円集まりました。

？読 者 ク イ ズ ？

可動式ホーム柵

（Platform scre
en door またはAu
tomatic platform
gateと呼ばれる）

地域包括支援センター及び支援室は、合わせて君津市内に何ヶ所あるで
しょうか？
①１ヶ所
②８ヶ所
③３ヶ所
◆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＝ 2月17日）
◆第185号解答◆
Ｑ．「君津市社会福祉大会」今年で何回目？
Ａ．②第45回
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 当選者
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
池永なおみさん、牧野けい子さん、齋藤ゆう子さん、中野莉佳子さん、木戸出正美さん

昇降バー式上昇時

昇降バー式下降時

善意ありがとうございます
平成28年10月1日から平成28年12月22日
（社会福祉協議会一般寄付）
（順不同）
寺本實様、藤本全道様、NPO法人TSK
様、円如寺萩まつり実行委員会様、音
訳の会さざなみ様、君津香木原カント
リークラブ様、サン・ラポール南房総入
居者一同様、笑話会様、すずめ同好会
様、君津市管工事業協同組合様、日本
伝統文化国際交流
団様、匿名6件（う
ち1件車いす）
▶日本伝統文化国際
交流団様から寄付金
を受領

