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子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくりを推進します
～平成 29 年度事業計画・予算～

平成29年度の事業計画及び予算が、評議員会
（３月28日開催）において承認されました。
君津市社会福祉協議会では、地域の困りごとに
応じた福祉活動の開発・実践に取り組み、誰もが安
心して暮らすことができるよう「いつまでも住み続
けたい 支え合いのまち きみつ」の実現に向け、
事業を展開してまいります。
主な事業計画は下記の通りです。また、予算の内
容は右表のと
おりです。

平成 29 年度予算の要旨
前年度

増減

事業活動収入

218,258

218,783

△ 525

事業活動支出

220,675

219,002

1,673

事業活動収支差額①

△ 2,417

△ 219

△ 2,198

施設整備等収入

0

0

0

施設整備等支出

19,950

300

19,650

施設整備等収支差額②

△ 19,950

△ 300

△ 19,650

その他の活動収入

45,750

21,603

24,147

その他の活動支出

29,353

25,465

3,888

その他の活動収支差額③

16,397

△ 3,862

20,259

2,230

2,655

△ 425

△ 8,200

△ 7,036

△ 1,164

前年度繰越金⑥

18,200

17,036

1,164

次年度繰越金⑤＋⑥

10,000

10,000

0

予備費支出④
当期資金収支差額⑤
（①＋②＋③－④）

日常生活のいろいろな困りごとの
相談に応じ支援します
・歩行困難な方へ車いすや福祉車両の無料貸出し
・日常生活の悩みや心配ごとなどの相談窓口開設
・高齢者や障害者などの財産管理や福祉サービス利用
援助等の支援
・低所得世帯や障害者世帯等への医療費や学費などの
貸付 等

だれもが安心して、自分らしく暮らせるように
応援します
そつじゅ

（単位：千円）

本年度

・卒寿（90歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈
・ひとり親家庭を対象にしたイベントの支援
・老人クラブや障害者団体などの活動支援・援助
・子どもの一時預かりや学童クラブへの送迎
・ケアマネジャーやホームヘルパーによる在宅介護の
支援
・住宅の掃除や買い物、日常生活の家事支援 等

地域の福祉活動を担う人材を育成・支援します
・小中学校で行う福祉学習の取り組み支援
・福祉の標語コンクールの開催
・ボランティアに関する活動の
支援や人材育成
・地区社会福祉協議会による多
世代交流活動の支援
・災害ボランティアセンター運
営訓練の実施 等

福祉情報を発信するとともに福祉イベントを
開催します
・広報紙「福祉きみつ」の発行
・君津市社会福祉大会の開催
・健康と福祉のふれあいまつり開催

福祉施設の管理運営をしています
・君津市地域福祉推進センター「ゆうゆう館」
・君津市福祉作業所「ふたば園」
「ミツバ園」

事業計画及び予算の詳細はホームページで公開しています。 君津市社協

検索
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君津市社会福祉協議会

お役立ち 情報

市民同士の助けあい活動『ホームケアサービスあんしん事業』
あんしん事業は、高齢者等に対して、身の回り
のお手伝いをする有償のボランティア活動です。
ケアマネジャーや地域包括支援室・センター等
と連携し、日常生活での「ちょっとした困り事」を
お手伝いします。
利用や協力についてのお問合せ・相談は
君津市社会福祉協議会 ☎ 57−2252
※土・日・祝日・年末年始を除く

一緒に活動
しませんか？

協力会員（ボランティア）募集

活動内容：住居の簡単な掃除や整理整頓
通院時の付き添い 等
活動時間：午前７時から午後８時まで
（概ね１～２時間程度）
謝 礼 金：30分ごとに350円
往復交通費

板
言
伝
報
情

※年齢・性別・資格は問いませんが、市内在住の方に限ります。

民生委員・児童委員、主任児童委員を
ご存じですか？
５月１２日は「民生委員・児童委員の日」です
大正6（1917）年5月12日に民生委員制度が創設さ
れたことから「民生委員・児童委員の日」と定められて
います。
民生委員・児童委員、主任児童委員（以下、民生委員）
は、皆さんと同じ地域に住む住民が、厚生労働大臣から
委嘱を受け、見守り活動や地域福祉活動に取り組んで
います。
生活のことや福祉に関することで、お困りのことがあ
れば、民生委員までご相談ください。民生委員は、守秘
義務が課せられていますので、お話しいただいた内容
が外に漏れることはありません。
問 君津市社会福祉協議会
☎57−2250

平成29年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について
日時：平成29年10月8日（日）午前１０時から正午
申込書配布期間：5月29日（月）から6月30日（金）

申込書配布場所：
各市町村介護保険担当課、各市町村社会福祉協議会、県
高齢者支援課、県社会福祉協議会 他
申込受付期間：5月29日（月）から6月30日（金）
問 千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班
〒２６０－８５０８ 千葉市中央区千葉港４－３
☎０４３－２０４－１６１０ FAX ０４３－２４１－５１２１

君津市社会福祉協議会の
職員募集
職種・採用予定人数：一般職１名
受験資格：次のすべてに該当する方
（社会福祉士の資格を有する方が
望ましい）
(1) 社会福祉主事任用資格を有する方
（三科目主事を除く。）
(2) 昭和５７年４月２日以降に生まれた方
(3) 普通自動車免許を取得している方
試 験 日：５月２１日（日）
試験会場：保健福祉センターふれあい館
受付期限：５月１２日（金）
申 問 君津市社会福祉協議会☎５７−２２５０

子育てについてみんなで学んでみませんか？
育児サポート講習会のご案内
日時：５月２４日（水） 午前9時30分から午後3時
５月30日（火） 午前10時から午後3時30分
6月 2日（金） 午前10時から午後3時30分
場所：保健福祉センターふれあい館
内容：保育の心、小児看護の基礎、安全・事故など
費用：無料
保育：有ります（要相談）
申込締切：５月１７日（水）

※詳細はお問い合わせください。
申 問 君津市ファミリーサポートセンター
（君津市社会福祉協議会） ☎57−2252

ボランティアひろば
平成29年度ボランティア事業
年間計画
・飛び入りボランティア体験講座（５月・９月）
・高校生介護体験学習（７月下旬）
・イベント会場での募金活動（10月から11月）
・ボランティアと障害者との研修・交流会（12月３日）
・君津市ボランティアの集い（２月下旬）
・切手整理ボランティア活動（年３回）
・ボランティア養成講座（秋頃）
・災害ボランティアセンター運営訓練（冬頃）
・市内小学校での福祉体験学習支援（年間を通して）
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知的障害者への学習ボランティア募集
知的障害の方（30代女性）に文字の読み書きや簡
単なお金の計算を教えて下さる女性の方を募集しま
す。簡単なテキストを使いながら、丁寧に気長に教え
てくださる方を希望しています。
活動日時：要相談（ボランティアさんのご都合に合わ
せて調整します）
活動時間：一回に一時間程度（予定）
申 問 君津市ボランティアセンター

身近なモノで命を守る講習会～赤十字防災ボランティア主催～
日時：７月８日（土）午前９時30分から午後１時
場所：保健福祉センターふれあい館３階 作業多機能室
※駐車場の混雑が予想されます。満車の場合は市役所来庁者駐車場をご利用ください。
内容：防災・減災についての講演、災害時に役立つゴミぶくろでのカッパ作り、ロープで自分の身を守る方法、
非常食（ハイゼックス）実習等
※実習後にハイゼックスの試食会を行います。
費用：無料
締切：6月30日（金） 問 君津市ボランティアセンター

第20回君津市ボランティアの集いを開催しました
「であい・ふれあい・ささえあい」を大会テーマとして「第20回君津市ボランティアの集い」
（主催＝ボラン
ティアの集い実行委員会）が生涯学習交流センターにて２月26日（日）に
開催され、200人を超えるボランティアや関係者が一同に集まりました。
基調講演では特別養護老人ホーム上総園園長 水野谷繁氏の講演が
行われ、ボランティアの役割について学ぶ機会となりました。グループ発
表では清和地区社会福祉協議会の発表、また、清和市場の皆さんによる
かぐら

まつりばやし

神楽と祭囃子の発表等があり会場は大いに賑わいを見せていました。交
流会では食事をとりながら参加者同士の意見交換が行われ、終始和やか
な雰囲気で時間が進み盛会のうち終了しました。

〜収集活動〜誰でも参加できる「ボランティア活動」
・古切手 ・プルタブ ・使用済みカード ・書き損じ（未使用）はがき
君津市ボランティアセンター（保健福祉センター３階）へお持ちください。
書き損じ（未使用）はがきは郵便局にてはがきや切手に交換し、ボランティア情報提供の
通信用に活用します。その他の収集物は業者へ売却し、ボランティア活動推進にかかる備品の
購入等のために活用されます。
※ペットボトルキャップはボランティアセンターで一時お預かりした後、木更津市内の福祉作業所へお届けします。

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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活動
紹介

傾聴ボランティア♡ハート

傾聴とは「話をしている人のことを気づかって、その人の心に寄り添って“いつもそばにいます”
という心構えで話を聞くこと」です。そうやって話を聞いてもらうと、話をしている人は、気分が
よくなってくるのです。活動は、障害のある方や高齢者の方と会員が個別に話し相手をする「お
しゃべりサロン」と高齢者が集まって歌ったり、体操をしたりみんなでおしゃべりをする「傾聴カ
フェ“元気力”」を開催しています。その他に、高齢者施設で暮らしている方の話も傾聴しています。

◎おしゃべりサロン
毎月第１水曜日10時〜12時（要予約）
◎傾聴カフェ“元気力” 毎月第１木曜日10時〜12時（予約不要）
いずれも場所は、保健福祉センターふれあい館です。
傾聴ボランティア♡ハートの活動は、聴くことでできる社会貢献です。
傾聴や私たちの活動に関心のある方は、一緒に活動してみませんか。
話を聞いてほしい方も歓迎です。
問 君津市ボランティアセンター ☎55−0294

傾聴カフェ “ 元気力 ” の活動のようす

君津市立周南中学校
とうない は る か

生徒会会長 藤内遥楓
周南中学校は、生徒同士が仲が良く、思いやりのあふれる元
気で活発な学校です。毎日、放課後には生徒会本部や専門委員
長、学年生徒会であいさつ運動を実施しています。また、ボラ
ンティア活動として「SCUP」と呼ばれる地域のごみ拾いの活
動を、年に二度実施し、私達も地域の一員として少しでも貢献
できるように一生懸命活動しています。
部活動では、日々の練習に高い意識をもって取り組み、大会
では各部が良い成績をおさめることができています。
これらのように、私達は文武両道を目指し、生徒会スローガ
ンである「Infinity～無限の可能性～」のもと、これからも周
南中生一丸となって、学校の更なる発展に努めていきたいと思
います。
写真は全校生徒による取り組み
「SCUP」(周南クリーンアップ
プロジェクト)の様子です。年に
２回地域のごみ拾いをし、周南地
区に貢献できるよう活動していま
す。

フードバンクとは

企業や個人の方々は、食品
を提供することで、食品ロス
削減・社会貢献の推進につながり、食品確保
が困難な方々は、食品提供を受けることで生
活改善につながるという新しい食のリサイク
ルの形。食のセーフティネットとしても注目
されはじめています。
※フードバンクちばは、ワーカーズコープちば（企業組合労
協船橋事業団）が母団体となっています。

出典：フードバンクちばリーフレット

フードドライブとは

家庭で余ってしまった食品を回収する活動
です。君津市社会福祉協議会も受入窓口に
なっています。

？読 者 ク イ ズ ？

君津市社会福祉協議会が、実施している有償ボランティア活動を何というでしょうか？
①ゆうあい事業
②あんしん事業
③たすけあい事業
◆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＝ 5月31日）
◆第186号解答◆
Ｑ．「地域包括支援センター及び支援室」は君津市内に何か所？
Ａ．③３ヶ所
当選者 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
森谷とも子さん、
齋藤身次さん、阿部大介さん、渡辺政子さん、山口キミ子さん

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

善意ありがとう
ございます
社会福祉協議会一般寄付（順不同）
平成28年12月23日から
平成29年３月31日

中山身語正宗君津布教所様、
菊 澤 和 子様、ハッピーバウム
様、ユニー株 式会社アピタ君
津店様、匿名5件
フードバンクにご寄付いただ
いた食品
平成29年１月16日から２月28日
お米・缶 詰・飲料など総 重 量
68.2㎏でした。

