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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。 検索君津市社協

平成 30年度予算の要旨	 （単位：千円）
本年度 前年度（補正後） 増減

事業活動収入 218,965 218,617 348
事業活動支出 243,840 222,315 21,525
事業活動収支差額① △ 24,875 △ 3,698 △ 21,177
施設整備等収入 0 0 0
施設整備等支出 150 19,950 △	19,800
施設整備等収支差額② △ 150 △ 19,950 19,800
その他の活動収入 41,582 40,796 786
その他の活動支出 26,283 33,309 △	7,026
その他の活動収支差額③ 15,299 7,487 7,812
予備費支出④ 2,160 2,330 △	170
当期資金収支差額⑤
（①＋②＋③－④） △ 11,886 △ 18,491 6,605

前年度繰越金⑥ 21,886 28,491 △ 6,605
次年度繰越金⑤＋⑥ 10,000 10,000 0

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30年度事業計画・予算～

　平成30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。
　事業計画及び予算の内容は以下のとおりです。
（一部抜粋）

・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
・成年後見事業・・・・詳細はP2に掲載

・卒
そつじゅ

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
・シニア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

・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の敬老会
等を支援
・災害ボランティアセンター運営訓練の実施　等

・広報紙「福祉きみつ」の発行
・SNS（フェイスブック、ツイッター）による情報発信
・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　等

・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」

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

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

地域の福祉活動を担う人材を育成・支援します

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

福祉施設の管理運営をしています

清和中学校生徒に
よるソーラン節▶

▲車いすを使った福祉体験学習
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君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

情報伝言板

　社会福祉法人君津市社会福祉協議会では、認知症・知的障害・
精神障害などによって、判断能力の不十分な方々が、「成年後見
制度」を適切に利用できるように、専任の職員（専門員）を配置
し、相談や支援を行うきみつ成年後見支援センターを開設しま
した。

【センターの行う主な業務】
・成年後見制度の相談・利用機関として、本人や親族等からの相談を受けたり、

利用手続きなどの支援を行います。
・家庭裁判所の審判に基づき、君津市社会福祉協議会が法人として本人の財

産管理や契約などの支援を行います。

問 きみつ成年後見支援センター　☎55-0454

きみつ成年後見支援センターを開設しました。

ヘルパーさん大募集！

民生委員・児童委員、主任児童委員を
ご存じですか？

ヘルパー資格のある方、
お手伝いいただけませんか？

利用者宅への訪問
（身体・生活）

希望日

介護職員初任者
研修課程修了者

（旧２級課程修了者）

「ヘルパー資格はあるけれど、まだ、仕事をする機
会がなくて・・・」

「ブランクがあるけれど、大丈夫かしら？」という方
も大丈夫！
ていねいに説明し、初めは同行しますので心配はい
りません。
　興味のある方、気軽にお問い合わせください。
問 君津市社会福祉協議会
　 介護サービス(訪問介護)事業所　☎５５-２２１８

日　時：５月１１日（金）
 午前１０時００分～午後１２時１５分
 午後１時３０分～午後４時００分
場　所：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

　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

仕　事

休　日

資　格

５月１２日は「民生委員・児童委員の日」です

専門員
（きみつ成年後見支援センター）

判断能力が不十分な方

財産管理

支援

契約時

相談

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

ひとり親家庭日帰りバスハイク
参加者募集

献血のお知らせ～４０分で救える命がある～

期　日：平成３０年７月８日(日)雨天実施　出発は午前７時
 帰着は午後６時30分頃を予定
行き先：芦ノ湖遊覧船と箱根園
対　象：市内在住のひとり親家庭の親子
定　員：４０名（定員を超えた場合は抽選）
 抽選結果は６月末日頃通知します。
参加費：(昼食代・乗船料を含みます)　
 中学生以上　3,000円
 小学生　　　2,000円
 幼児は無料（昼食希望者1,080円）
申込締切：６月２２日（金）午後４時まで
問 君津市社会福祉協議会　☎57-2250

君津市社会福祉協議会主催
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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

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！
平成30年度ボランティア事業年間計画 会員募集！！男の料理サークル“かぼちゃ会”

ボランティア連絡協議会運営委員を募集します
　ボランティアグループと個人ボランティアで運営されている
団体です。運営委員会や懇談会を通じて、ボランティア同士
の交流ができ、情報交換や協力し合うこともできます。１つ
のグループ、１人のボランティアではできないことも他のボラ
ンティアと連携することで、今までとは違う活動が可能になり
ます。会議は月１回。一緒に企画・運営してみませんか。
問 君津市ボランティアセンター

切手整理ボランティア活動
　集めた切手を切り揃え、分類する活動です。
　活動可能な方は是非ご協力願います!!今年度から
は定期的にお部屋を開放し、都合が合う時間だけで
もご協力いただければ嬉しいです。
日にち：４月24日（火）・7月9日（月）
 9月14日（金）・12月11日（火）
 平成31年3月7日（木）
時　間：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（君津市久保 3-1-1）
 3階　作業多機能室
持ち物：はさみ
 ※同時に使用済み切手も大募集です!!
問 君津市ボランティアセンター

第２１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21回君津市ボラン
ティアの集い」（主催=君津市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24日（土）に開催され、180名程のボランティアや関係者が一同に
集まりました。
　基調講演では君津市介護支援専門員協議会会長の林 英一氏より「高齢社会に
おける介護の現状とボランティアへの期待」と題し、講演がおこなわれました。

　グループ発表では君津中地区社会福祉協議会及び地域でおこなわれてい
る“にこにこサロン” や君津市ボランティアセンター登録グループ “傾聴ボラン
ティア♡ハート” の発表。アトラクションでは貞元甲冑会&桜美会の吟舞と謡
曲・君津中学校と富津中学校のコラボの合唱、食事を取りながらの懇親会の
後、君津市ボランティアセンター登録グループ “フォーク音楽同好会”・“郡・
春日神社祭ばやし保存会” の太鼓の発表などがあり、会場は大いに賑わいを
見せ、盛会のうちに終了しました。

・5月・9月（予定）…飛び入りボランティア体験講座
・7月下旬（予定）…高校生ワークキャンプ
 （福祉体験ボランティア学習）
・12月上旬…ボランティアと障害者との研修・交流会
・平成31年2月（予定）…君津市ボランティアの集い
・ボランティア養成講座（秋頃を予定）
・災害ボランティアセンター運営訓練
・切手整理ボランティア活動（下記参照）
・市内小中学校での福祉体験学習支援
・赤い羽根共同募金のイベント募金活動（10月～11月）

　みんなで楽しく料理を作る
ことを通して、簡単な料理が作
れるようになり、仲間とおいし
い料理を食べて、喜びを分かち
合うサークルです。
　お住まいや性別に関係なく、
楽しく一緒に活動してくれる仲
間を募集しています。
　料理のできない男性の方も大歓迎です。仲間づくりと生き
がいづくりのため、一緒に活動してみませんか？お気軽に料
理サークルの見学にお越しください。
活動日時：毎月第4金曜日　午前10時～午後1時
活動場所：貞元コミュニティーセンター調理室
 （君津市上湯江1287-3）
会　　費：月1,000円（食材費等）
問 君津市ボランティアセンター

82
82

▲貞元甲冑会&桜美会の吟舞と謡曲

▲皆でつくるとおいしいよ

▲郡・春日神社祭ばやし保存会の皆様
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フォーク音楽同好会
　当会は、マラソン仲間を中心とした音楽サークルで、平成25
年12月8日に君津市生涯学習交流センター（君津中央公民館）
に定期サークル登録を行い、月2回の練習と音楽活動を展開し
ています。
　会員は8名（男性5名、女性3名）で、先ず人前で演奏できるレ
ベルに達することを目標に練習を積み重ね、地域のバンドコン

テストなどに出演し、ある程度のレベルが確認出来たので平成29年2月6日袖ケ浦
市ボランティア登録、引き続き同年2月21日に君津市ボランティア登録しました。
　バンドの演奏活動（KCRFバンド：男性5名）と併行して音楽ボランティアの施設慰問（男性5名と女性3名）を行っています。
施設慰問では、「童謡、唱歌、歌謡曲、GS、フォーク」などを演奏して、一緒に歌い、休憩時はアトラクションとして「けん玉やマ
ジックショー」など披露しています。
　特に施設の入居者の皆さんやスタッフの方に「ありがとう、楽しかった、また来てね」と言っていただくと音楽ボランティア活
動の励みとなり、さらなる原動力となります。
　会のモットーは「明るく楽しい演奏をお届けする～♪」です。ただ、今は新規会員募集は行っていません、長年の演奏活動と楽
器演奏パートの充足及び施設慰問時の役割分担が整ったためです。
　今後もバンド活動と音楽ボランティア活動を精力的にこなしていきたいと思います。� 問�君津市ボランティアセンター

　久留里中学校は、城下町・久留里にある緑に囲まれた学校です。全
校生徒が40人と小規模校ですが、小中合同運動会や文化祭などの学校
行事では、全校生徒が一致団結して明るく楽しく取り組んでいます。
また、小学校からクラスのメンバーがほとんど変わらないので、生徒
同士がお互いの良い点も悪い点も認め合える絆の深い仲間関係が築け
ています。
　生徒会では、毎月曜日に実施している「挨拶運動」やエコキャップ
回収に力を入れています。また一昨年度の熊本地震の際には、いち早
く生徒会本部が全校生徒に募金を呼びかけ、集まったお金を熊本県の
同規模の被災した中学校に送り、交流したりもしました。その他の募
金活動についても全校生徒一人一人が募金の
目的を理解し、少しでも福祉の心を育む取り
組みになるよう考えて活動しています。
　伝統ある久留里中学校には、その伝統を守
り受け継ぎ発展させていこうという思いを
持った仲間と熱心に指導してくださる先生方
がいます。僕たちは、この久留里中学校をと
ても誇りに思っています。

君津市立久留里中学校

生徒会長２年　長
は せ が わ

谷川将
ま さ や

也

活動
紹介
活動
紹介

善意ありがとうございます
平成29年9月1日から平成30年3月31日
社会福祉協議会一般寄付（順不同）
菊澤和子様、草刈新太郎様、寺本實様、
藤本全道様、
一般社団法人生命保険協会千葉県協会様、
円如寺萩まつり実行委員会様、
君津香木原カントリークラブ様、
君津市管工事業協同組合様、
君津市民ふれあい祭り実行委員会様、
有限会社蔵屋商産様、
サン・ラポール南房総入居者一同様、
すずめ同好会様、中山身語正宗君津布教所様、
有限会社ニューヴォイス島村プロ事務所様、
ユニー株式会社アピタ君津店様、匿名７件

次回のパラリンピックの開催場所は？
①東京　　②北京　　③ソチ
◆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18日）
◆第190号解答◆�
Ｑ.東京直下型地震（東京湾北部地
震）が30年以内に起こる確率は？
Ａ.③70％
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

宗廣要吉さん、山寺菜那子さん、
柳瀬文子さん、石川静江さん、
鵜澤みなみさん

読 者 ク イ ズ？？

　

　アルペンスキーは第一回の冬季パラリンピックから実施競技となってい
ます。
　日本国内では1972年から大会も開かれています。
　障がいごとに立位（スタンディング）、座位（シッティング）、視覚障がい
（ビジュアリーインペアード）の3つのカテゴリーごとに分かれて行われます。
　3つのカテゴリーは、さらに障がいの種類や程度、運動機能などによって
クラス分けされ、実走タイムにクラスごとに設定された係数を掛けた計算
タイムで順位が決まります。�

出典：日本財団パラリンピックサポートセンター

パラリンピックの
� 「アルペンスキー」


