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障害児者日帰りバスハイク

ぶどう狩りと小江戸川越散策 参加者募集 !!
　君津市社会福祉協議会では障害がある方とその家族に一日楽しんでリフレッシュしていただくとともに、参加者
同士の交流や友達づくりを目的に「障害児者日帰りバスハイク」を実施します。
　今年も下記のとおり実施します。参加をご希望される方はふるってお申込みください。

期　　日　平成29年9月9日（土）　雨天実施
行　　程　君津市内⇒所沢ぶどう園⇒川越・初かり亭

（７：30頃）（50分間）  （昼食）
⇒小江戸川越散策⇒君津市内
（120 分間） （17：40 頃予定）

乗車場所　ふれあい館・秋元郵便局・生きがい支援セ
ンター・久留里駅前・小櫃公民館の他、申
込状況により調整させていただきます。
※車いすのまま乗降できるリフト付きバス
も用意しています。

※乗車場所・時間等は後日参加者にお知ら
せします。

対　　象　市内在住の障害児者並びに同居のご家族
定　　員　140名（定員になり次第締め切ります）
参 加 費　大人（中学生以上） 3,000円

小学生 2,000円
小学生未満 無料（食事なし）

申込期間　7月31日（月）～ 8月14日（月）
　　　　　午前9時～午後5時まで

※住所・氏名・電話番号・障害種別をお知
らせください。

※介助や見守り等でボランティアが必要な
方はご相談ください。

申 問   君津市社会福祉協議会
 ☎ 57－2250　FAX 54－2941 
 E-mail　mail@kimitsu-shakyo.or.jp

▲みんなで楽しくぶどう狩り

地域の福祉を支える

賛助会員ご加入のお願い
　賛助会費は「住民の支え合い・助け合い活動」
や「ボランティア活動」に活用されます。
　活動趣旨に賛同いただける方は、君津市社会福
祉協議会へご連絡ください。
●賛助会員（会費）1 口　　1,000 円
　君津市社会福祉協議会　☎ 57－2250
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平成28年度君津市社会福祉協議会事業報告及び決算

「支えあい」「助けあい」による
福祉のまちづくりを推進

だれもが安心して、
自分らしく暮らせる街づくりの推進

地区社会福祉協議会が行う活動の支援

福祉情報の発信と福祉イベントの開催

・卒寿（90歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈
 ……………………………………………… 309 人
・障害児者日帰りバスハイクの実施 ……… 140 人
・ひとり親家庭日帰りバスハイクの実施 ……31人
・ファミリーサポートセンター事業による子どもの
一時預かりや学童クラブへの送迎 ……… 419 件

・あんしん事業による家事支援や通院介助 1,251 件
・介護支援専門員（ケアマネージャー）による、介護
を必要とする方の在宅生活についての相談・援助

・ホームヘルパーによる、身体の介護や生活の援助

　主な事業は、敬老会・ひとり暮らし高齢者の見
守り・高齢者サロン・防犯パトロール・児童への
あいさつなど

・広報紙「福祉きみつ」の発行　年４回
・ホームページでの情報提供
・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の開催

清和地区ひとり暮らし高齢者合同食事会

健康と福祉のふれあいまつり

ファミリーサポートセンター　育児サポート講習会

　平成28年度事業報告及び決算は、平成29年5月31日の定時評議員会において承認されましたので、ここ
に報告をさせていただきます。皆さまのご支援ご協力をいただき、計画どおり事業を実施することができま
した。誠にありがとうございました。
（紙面の都合上、抜粋での報告となりますのでご了承ください）
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ボランティアのつどい

（単位：千円）

事業報告及び決算報告の詳細はホームページで公開しています。 検索君津市社協

福祉活動を担う人材の育成

福祉施設の管理運営

・小学校で行う福祉学習の取り組み支援 …… 14校
・小中学生を対象とした福祉の標語コンクールの
開催　 …………………………… 応募者 1,673 人

・災害発生時を想定した災害ボランティアセンター
運営訓練の実施 ………………………参加者 63人

・ボランティアに関する相談や支援
  ボランティア登録者数 ………………… 2,483 人

・君津市社会福祉センター「きみつ偕楽園」
・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」

決算報告

収入の部
238,860

支出の部
238,860

経常経費
補助金収入
87,969 人件費支出

144,944

事業費支出
19,933

事務費支出
24,792

貸付事業支出
1,160

助成金支出
12,753

積立資産支出
1,393 次年度繰越金

28,492

その他の活動による支出
2,948

共同募金
配分金事業費
2,445

受託金収入
63,462

貸付事業収入
1,256

事業収入
1,765 

受取利息
配当金収入
12

その他の収入
92  

会費収入
12,797

前年度繰越金
24,533

寄附金収入
1,429 

介護保険事業収入
45,545  

日常生活における、
いろいろな困りごとの相談・援助

・歩行困難な方へ車いすの無料貸し出し … 167 件
・日常生活の悩みや心配ごとなどの相談窓口開設
　心配ごと相談（民生委員・専任相談員） 208 件
　法律相談（弁護士） ………………………  100 件
　こころの相談（カウンセラー） ………… 113 件
・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 ……………………………………… 246 件
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〈９月開催地区〉
君津中地区
　期日：９月１６日（土）
　会場：生涯学習交流センター

君津南地区
　期日：９月１７日（日）
　会場：生涯学習交流センター

上総地区
　期日：９月３０日（土）
　会場：松丘小学校

〈１０月開催地区〉
小櫃地区
　期日：１０月１日（日）
　会場：小櫃公民館
清和地区
　期日：１０月１1日（水）
　会場：清和中学校

君津西地区
　期日：１０月１日（日）
　会場：周西公民館

君津東地区
　期日：１０月７日（土）
　会場：八重原公民館
小糸地区
　期日：１０月２２日（日）
　会場：中小学校

君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

発達障害者への理解と支援に関するセミナー 健康と福祉のふれあいまつり

君津市障害者グラウンドゴルフ大会

情報伝言板

　地域住民の交流・地域連帯・健康増進を目的に地域の方々の活動や地区社会
福祉協議会活動の拠点施設として、君津市が設置し、君津市社会福祉協議会が
指定管理者として管理運営を行っています。
住 所：君津市人見２-５-３１　開館時間：午前９時～午後５時　　　　　　　　　　
休 館 日：月曜日･祝日･１２月２９日から翌年の１月３日
使用できる方：市内在住･在勤･又は在学している方
使 用 料：無料　※使用には、事前の申し込みが必要です。
申 問 君津市社会福祉協議会　☎５７-２２５０
 君津市地域福祉推進センターゆうゆう館　☎５４-７０２２

〔施設紹介〕君津市地域福祉推進センターゆうゆう館

主催　君津地区自閉症協会《にじの会》
　発達障害のことをみんなが理解したら、大きな力
になります。ぜひ参加してみよう!!
期　日：９月１０日（日）
時　間：午後１時～午後３時３０分
受　付：午後０時４０分～
会　場：生涯学習交流センター
 2階 多目的ホール　
テーマ：生活全般を支援する取り組み
講　師：障害者支援施設みずほ学園
 支援員　遠藤 雅史 氏
参加費：５００円
定　員：１００名
申 問 君津市ボランティアセンター　☎５５－０２９４

　健康づくり及び福祉の関係団体によるバザー・模擬店・
音楽発表・展示など盛りだくさんです。
期　日：１０月２１日（土）
時　間：午前１０時～午後２時
会　場：保健福祉センター
問 君津市社会福祉協議会　☎５７－２２５０　

期　日：９月１７日（日）
時　間：午前１０時開会
会　場：君津特別支援学校体育館
※詳細は、お問い合わせください。
問 君津市障がい者団体連合会　神谷　☎５２－５５９９

地区敬老会を市内8地区で開催します
　地域ぐるみで高齢者を顕彰することを目的に開催している、
秋の恒例イベント「敬老会」を、今年も８地区で開催します。
※詳細は、各地区社会福祉協議会発行のチラシ（回覧）をご覧ください。
問 君津市社会福祉協議会　☎５７－２２５０

入場無料
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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

ボランティアと障害者との研修・交流会
の実行委員募集
　ボランティアと障害者との研修・交流会の実行委
員を募集します!！
　ボランティアと障害者との交流の場と情報交換
を目的に実施しています。
一緒に盛り上げてくれる
方、実行委員会議は8月頃
から５回程度ですので、お
申込みください。
実 施 日　12月3日（日）
実施場所　保健福祉センター
2階 コミュニティーホール

知的障害者への学習ボランティア募集
　知的障害の方（19歳女性）
にテキストを使って、かけ算
や割り算を教えてくださる女
性の方を募集いたします。
　お話し好きな、明るい女性
です。
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　月に2回程度　1回に一時間（予定）
申 問 君津市ボランティアセンター

玄々堂君津病院ボランティア活動者募集
活動内容　手作業・移動図書・行事のお手伝い・
 お話し相手・園芸活動など
　高校生以上で心身共に健康な方を募集します。
子育てもひと段落し、ちょっとだけ時間ができた方
退職後も地域での役割を大切にしたい方など
　ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。
問 玄々堂君津病院医療相談室　月曜日～土曜日
　 午前９時～午後５時30分
　 ☎52-2366（代表）

切手整理ボランティア活動参加者募集
　君津市ボランティアセンターでは、細かな手作業
が得意な方へ使用済み切手を整理する活動をお願い
しています。
　参加は自由。初めての方でも安心して参加できま
す。気軽に参加してみてください。
日時　８月４日（金）午後１時30分～３時45分
 （途中入退室OK！！）
場所　保健福祉センター 3階 作業多機能室
持参するもの　はさみ

※ボランティア登録も随時受付
け中です！

必ず活動前にボランティアセンターにてボランティア登録をお願いします

ボランティア募集中！

　「傾聴」とは、相手の気持ちに寄り添って耳を傾ける方法です。家族や近隣
との関わりや地域活動など、いろいろな場面で活かすことのできる技術を学
ぶ講座です。
日　時　9月6日（水）　午前10時～午後3時
会　場　保健福祉センター 2階 コミュニティーホール
内　容　傾聴についての講義及び演習
参加費　1,000円（資料代・保険代込み）　定　員　30名
申　込　8月25日（金）まで　※昼食は各自でご用意ください。
申 問 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 受講者募集



ストーマ（ストマ）とは？
　消化管（小腸・大腸等）や尿路（膀胱、
尿道等）の疾患等により、腹部に便又は尿
を排泄するために増設された排泄口のこと
で人工肛門または人口膀胱と言われる。
　ストーマを増設した人のことをオストメ
イトと呼ぶ。
　ストーマを増設すると便や尿が自分の意
志に関係なく出てしまうため、排泄物を受
ける処理袋（ストー
マ用装具）が必要と
なり、排泄障害のた
め、日常生活に様々
な困難を伴う。 
（協力：オストメイ
ト三津友会）

福祉きみつ 188 号（6）

柳会
　新日本舞踊サークル「柳会」です。私た
ちのサークルは平成８年に結成し、現在で
は９名の仲間と楽しく元気に活動してい
ます。
　主な活動内容は、地元での敬老会や文

化祭への参加。また、高齢者施設での演芸披露を行ってお
ります。
　踊りを披露することにより、見ていただいている方に楽し
んでいただくことはもとより、自分たちもいつまでも若く健
康な身体を保つことができます。
活動場所：周西公民館
日　　時：毎週木曜日午後1時30分～午後3時30分
　私たちの活動に参加したい方は、ぜひ一度見学に来て下さい。
お待ちしております。
問君津市ボランティアセンター　☎55－0294

　小糸中学校では、生徒会本部を中心に、日々「一視同仁～思い
やりを大切に～」のスローガンのもと、全校生徒が一丸となり生
徒会活動を行っています。その一環として「思いやり憲章」の作
成や、「ありがとういっぱい運動」という感謝の気持ちを伝える
活動も行っています。
　また、環境委員会を中心にエコ
キャップ回収やさまざまな募金活
動を行っています。中でもエコ
キャップ回収では、近隣の公民館
に回収ボックスを置かせてもら
い、より多くの回収をめざし、ワ
クチン支援につなげています。
　このような活動は、生徒一人ひ
とりの協力が必要なので、積極的
に呼びかけを行い活動していきたいと思います。

人見にある君津市地域福祉推進センターの愛称は何でしょうか？
①ゆうゆう館　②るんるん館　③のびのび館
◆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＝８月18日）
◆第187号解答◆ 
Ｑ．有償ボランティアの名前は？　Ａ．②あんしん事業
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

齊藤真帆さん、石川静江さん、大野和彦さん、渡辺駿太さん、小林克雄さん

君津市立小糸中学校

生徒会長3年　谷
たに

 颯
そ う た

太

華麗な舞をお届けします

エコキャップ回収ボックスを公民館に
も置かせてもらい、地域の方にも協力

してもらっています。

読 者 ク イ ズ？？

活動
紹介
活動
紹介

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29年4月1日から
平成29年6月30日

君津プラチナライオンズクラブ様、
生田流箏曲石井潤子様、

藤本全道様、
ラッシングクラブ様、

匿名1件

ストーマ用装具


