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防災・減災の知識を深めましょう!

大規模地震や風水害などの多種多様な災害から身を守る
全国各地で大きな災害が頻発している中、千葉県南部の君津市にも重大な影響があると言われている首都直下型地震の
発生確率は内閣府防災情報のページによると今後30年間で70%以上と発表されています。
※君津市では、震度6弱以上の地震が発生する確率は83%と予測されています。
“災害は忘れたころにやってくる”といわれます。もし大きな地震が起きた時は『自分の身を守る』事を最優先に、次に何を
したらよいかを常に考えておくことが大切です。
また、自治会単位の防災訓練に積極的に参加するとともに、家庭内の安全確認、食糧・薬品等の備蓄品の点検と、非常持
ち出しリュックの準備をしておくことで、いざという時に備えましょう。

いざという時「あわてず、落ち着いて」行動するための行動パターン

地震発生

避難から3日くらい

避難所生活では

まず、

◎落ち着いて、自分の身を守る
◎すばやく火の始末
◎ドアや窓を開けて逃げ道を確保
揺れがおさまってから

）

※無理をせず

○集団生活のルールを守る
○助け合いの心を忘れずに
非常食作り

1〜2分

○火元を確認、出火していたら初期消火
○家族の安全確認
○非常持ち出し品を手元に用意

ハイゼックス

（災害救護用
包装食）

炊きだし鍋

3分
○隣近所の安否確認
○余震に注意
新聞紙で食器

5分

毛布で保温

○ガスの元栓、電気のブレーカーを切る
○子どもを迎えに行く

10分〜数時間
○消火・救出活動
○正しい情報確認
○家屋倒壊に注意し、避難する

ふくし

副子（添え木）を使った骨折手当

防災訓練 “ 炊きだし ”
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君津市社会福祉協議会
市民同士の助け合い

お役立ち 情報

〜ホームケアサービスあんしん事業〜

ちょっと困った時に「あんしん事業」を利用してみませんか？
・住居の掃除

・生活必需品の買い物

・食事の支度

・通院時の付き添い

・産前産後の家事支援など

＊このサービスの利用には、会員登録が必要です。この事業は、会員登録制の有償ボランティア活動です。
この事業について、詳細はお問い合わせください。
尚、一緒に活動できる協力会員も募集しております。
問 君津市社会福祉協議会 ☎57−2252

協力会員も募集中!!

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29年度福祉の標語コンクール」が行われ、小学校13校、中学校9校から標語
作品2,350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

秋元小学校

1学年 宇野 優花 「げんきかな たずねていって おてつだい」

君津市教育委員会教育長賞 周西南中学校 2学年 阿久津智咲 「あいさつで 今日も広がる 地域の輪」
君津市社会福祉協議会長賞 久留里中学校 3学年 鈴木 来樹 「小さな手 みんなが出せば 大きな手」

板
言
伝
報
情

※なお、表彰は第46回君津市社会福祉大会（平成30年2月2日開催）の席上で行われます。

日常生活自立支援事業の生活支援員募集

問
問

君津市役所市民生活課

☎56−1483

君津市役所市民生活課 ☎56‐1483

千葉県警察からのお知らせ

高齢の方や知的・精神に障害のある方などの自宅や施設を定期的に
訪問し、安心して生活出来るように利用料の支払いなどお手伝いをす
る生活支援員を募集しています。
※登録にあたり、千葉県社会福祉協議会が実施する
生活支援員養成研修を受講していただきます。
応募要件・普通自動車運転免許をお持ちの方
・65歳までの健康な方
・ボランティア活動や福祉に理解のある方
申 問 きみつ後見支援センター ☎55−0454

電話de詐欺 緊急対策実施中

電話de詐欺は、心の隙をついて大切なお金をだまし取る極めて卑劣
な犯罪です。
電話de詐欺に遭わないためには、

電話de詐欺相談ダイヤル

０１２０−４９４−５０６

※土日祝日、年末年始を除く午前8時
30分から午後5時15分の開設です。
・留守番電話設定などを始めとした、ご自宅の電話機対策はお済ですか？
開設時間以外は、君津警察署
・詐欺の入り口である電話機へのひと工夫が、あなたを詐欺から守ります。 ☎54−0110に相談してください。
・ズバリ!犯人からの電話に出ないことが有効な予防策です!!!
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ボランティアひろば

ボランティア募集中！
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

第１６回ボランティアと障害者との
研修・交流会 活動報告 １２月３日（日）
ボランティアと障害者との研修・交流会を
開催して

第２１回君津市ボランティアの集い
メインテーマ「であい
日

ふれあい

ささえあい」

時：平成30年2月24日（土）
午前9時30分～午後2時30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
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）高校生以下無料
内 容：①基調講演
講師 林 英一氏（君津市介護支援専門員協議会会長）
演題 『高齢社会における介護の現状とボランティアへの期待』
②グループ活動発表 ③アトラクション ④交流会・懇親会
締 切：2月14日（水） 定 員：150名
主 催：第21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

今 年 で 16 回
目となる、この
研 修 会 は 、ボ
ランティアに携
わっている方と
障害をお持ちの
方々にも、有意
義な研修になる様に、思考錯誤しながら委員会で
検討し、今年は「信頼と絆を深めよう」と言うテー
マで、障害者団体からとボランティア団体、個人ボ
ランティアの方々から発表してもらう形式の研修会
を開催しました。参加人数は126名と言う、今まで
で一番多い参加者となりました。
短い時間の中でしたが、お互いの知識や理解を
少しでも深めていただけた研修になったと思いま
災害ボランティアセンター運営訓練を実施します
す。参加された方の今後の活動に役立てばと思い
ます。また、後半には昼食懇親会やアトラクション
日 時：平成30年3月18日（日）
をして、ボランティアと障害者の方と、お互い交流
午前9時00分〜午前11時30分
もしていただき、意義ある1日となったと思います。 会 場：君津市保健福祉センター「ふれあい館」3階
来年もこのような研修会を企画していきたいと
実施内容：災害ボランティアセンターの運営スタッフと支援に駆
思います。
実行委員長 戸村
けつけたボランティア役に分かれて訓練を行います。

～ 収集ボランティア活動 ～

小さな子供からお年寄りまで、誰もが参加できる「ボランティア活動」
今回は活用方法をご紹介します！

●古切手・使用済みカード
集められた使用済み切手・カードはボランティアさん
の手により整理した後買取り業者に売却し、ボランティ
ア活動のために活用します。
●プルタブ
収集されたプルタブは、地元の業者に買い取ってい
ただき、君津市社会福祉協議会が車いすやボランティア
活動推進に係る備品等の購入資金として積み立ててい
ます。
車いす一台を購入するには、約800kg（およそ畳1畳
の広さに天井まで一杯にした量）を必要とします。
缶収集の方が効率がいいのですが、保管場所や衛生
面が問題です。とりにくいプルタブを缶からはずすこと
は危険がともないますので、安全に注意して収集にご協
力ください。

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

●書き損じ（未使用）ハガキ
寄付されたハガキは、郵便局で手数料を負担してハ
ガキや切手に交換し、ボランティア情報提供のための通
信費等に活用します。
※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。

★収集場所：君津市ボランティアセンター
※切手整理ボランティアを行います。
活動可能な方は是非ご協力願います！！
日 時：3月13日（火）・4月24日（火）
午後1時15分〜午後3時45分
場 所：君津市保健福祉センター 3階 作業多機能室
問

君津市ボランティアセンター

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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ぷれジョブきみつ

ここいる（「私たち、ここにいるよ～！」がネーミングの由来）

ぷれジョブは現在16都府県で行われています。君津市では特別支援学校の保護者を中心に、
NPO法人君津市手をつなぐ育成会の援助で、9企業・約10名のサポーター協力のもと活動してい
ます。お隣のぷれジョブ木更津は勿論、全国の仲間との交流会もあります。小5か
ら高3まで支援の必要な児童・生徒が放課後地域へ出て、企業から小さなお仕事
を分けて頂きます。今ある力を発揮し社会の一員としての居場所を広げる活動です。
活動をしたい児童と、月に1時間彼らと一緒に過ごして下さるサポーターさんを大募集しています。
彼らとの直接的な関わりは、
『障害のある子』から『未来の地域を作る仲間』という視点へと導いてく
れるでしょう。
「 “百羽のツル（花岡大学）” 99羽が何事もなかったように羽を広げ、１羽の子鶴を助けたお話しの
ように、ぷれジョブが地域にふわっと広がるネットになると良いわね」とは、ぷれジョブ考案者の西幸
代先生の言葉です。
楽しみのある素敵な活動へのお問い合わせは下記までどうぞ！
問 NPO法人君津市手をつなぐ育成会福祉作業所あーら内
活動中に掲げる
☎32−4790 担当 小笠原・川名・作本・丸山
のぼり旗

「ヘルプカード」
ヘルプカードとは、外見からは支援や配慮を必要としていることが分
からない方が携帯することにより、災害時や日常生活の中で困ったとき
に、周囲の方に自身の障害等の支援や配慮を求めるカードです。
このカードには、援助が必要なことを知らせるための「ヘルプマーク」
を表示しております。
また、住所や緊急連絡先、配慮や手助けをして欲しいことを記入する
ことができます。
（出典：千葉県ホームページ）
君津市役所障害福祉課窓口で配布しております。
問 君津市役所 障害福祉課 ☎56−1181

ま え だ こうすけ

生徒会長２年 前田晃佑
こうどう

小櫃中学校では生徒会スローガン「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ～考 動
ち

し

き

中面の記入例
裏面の記入例

？読

君津市立小櫃中学校

りょく

表面

たいど

力・知指揮・態努～」のもと全校が一丸となって活動しています。
小櫃中は地域との繋がりが強く、地区体育祭や文化祭、敬老会

への参加など、地域の活動に積極的に取り組んでいます。その他
にも保育園の夕涼み会の手伝いに参加しています。また、ブラジ
ルの姉妹校と日伯交流も行っており、互いに使節団の交流をして
います。ボランティア活動では、多くのキャップを集めています
が、これからは赤い羽根募金やベルマークの回収にも力を入れて
いきます。
これらの活動は、小櫃中学校でし
かできないこともあります。私たち
は学校や地域に誇りを持ち感謝し、
一人ひとりがこれからも積極的に活
動できるよう頑張っています。
敬老会に参加し、司会などをさせていただ
いています。

者 ク イ ズ？

内閣府防災情報のページによる首都
直下型地震（東京湾北部地震）が 30
年以内に起こる確率は？
①100%
②10%
③70%
◆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=3月2日）
◆第189号解答◆
Ｑ.平成30年2月2日に行われる「君
津市社会福祉大会」で講演をしてい
ただく元NHKの宮川康夫さんが司会
をしたことのある番組は？
Ａ.①NHKのど自慢
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
当選者 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
安西房子さん、小野敏雄さん、
水野美幸さん、村井公香さん、
吉田けい子さん

