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障害児者日帰りバスハイク

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。
　このバスハイクは、当事者とボランティアによる実行委員会を組織し企画運営にあたっています。
　今年も下記のとおり実施しますので、ふるってお申込みください。

期　　日　平成30年９月８日（土）雨天実施　
行 き 先　新江ノ島水族館と小田原鈴廣
行　　程　７：30頃	 君津市内発

10：10～12：00　新江ノ島水族館
12：45～14：30　小田原鈴廣（昼食・買い物）
16：00～16：40　海ほたるPA（休憩）
17：40頃	 君津市内着
※行程の都合上、かまぼこ博物館での手作り体験はできません。

対　　象　市内在住の障害児者と同居のご家族
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）

乗車場所　ふれあい館・生きがい支援センター・秋元郵便局・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。乗車場所・時間等
は後日参加者にお知らせします。
※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。

申込期間　７月30日（月）～８月13日（月）
午前9時～午後５時まで（土日を除く）
※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

地域福祉活動を支える 平成 30年度賛助会員加入のお願い
　君津市社協では、本会の活動の趣旨に賛同していただける「賛助会員」を募集しています。会費は1口 1,000 円で、
個人のほか事業者や商店、団体なども会員になることができます。会費は本会が実施する地域福祉推進の事業費と
して活用されます。御協力をよろしくお願いします。	 申 問君津市社会福祉協議会　☎	57−2250
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平成29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
　������������������ 331 人
・障害児者及びひとり親家庭を対象にした
日帰りバスハイクの実施�������� 143 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
　������������������ 392 件
・あんしん事業による家事支援や通院介助
　����������������� 1,009 件

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
・健康と福祉のふれあいまつりの開催
・君津市社会福祉大会の開催

敬老会の様子

君津市社会福祉大会

　平成29年度事業報告及び決算は、平成30年5月31日の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）

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�� 146 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）� 323 件
法律相談（弁護士）� ��������� 104 件
こころの相談（カウンセラー）� ���� 111 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���������������� 229 件
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高校生ワークキャンプ

（単位：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

・高校生ワークキャンプ�������参加者 13人
・小学校で行う福祉体験学習支援������ 18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 2,350 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 30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�������� 2,398 人

・君津市地域福祉推進センター「ゆうゆう館」
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
拠点として活用されています。
※月曜日・祝日・年末年始は休館

・君津市福祉作業所「ふたば園」「ミツバ園」
知的障害者・身体障害者を対象に社会生活能力
の向上や生活習慣の確立と就労（働く場）の提
供を行っています。

決算報告

収入の部
256,513,886 

支出の部
231,321,593 

経常経費
補助金収入
94,893,303 人件費支出

148,810,952

事業費支出
21,441,451

事務費支出
24,538,507

貸付事業支出
570,000

助成金支出
12,432,162 その他の活動に

よる支出
3,497,240

積立資産支出
1,852,216

固定資産取得支出
15,865,060

その他の支出 49,005

共同募金
配分金事業費
2,265,000

受託金収入
55,388,462 

貸付事業収入
560,000 

事業収入
2,007,090  

受取利息
配当金収入
4,872 

その他の収入
103,174 

会費収入
12,678,250 

前年度繰越金
28,492,838 寄附金収入

1,399,150 

介護保険
事業収入
46,589,025   

積立資産取崩収入
14,397,722 

皆さまのご協力
ありがとう

ございました！

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」
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〈９月開催地区〉
君津中地区
　期日：９月１5日（土）
　会場：生涯学習交流センター

上総地区
　期日：９月２２日（土）
　会場：松丘小学校

君津南地区
　期日：９月２９日（土）
　会場：生涯学習交流センター

〈１０月開催地区〉
君津東地区
　期日：１０月６日（土）
　会場：八重原公民館
清和地区
　期日：１０月１１日（木）
　会場：清和中学校

君津西地区
　期日：１０月６日（土）
　会場：周西公民館
小糸地区
　期日：１０月２１日（日）
　会場：中小学校

小櫃地区
　期日：１０月７日（日）
　会場：小櫃公民館

君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

君津市障害者
グラウンドゴルフ大会

健康と福祉のふれあいまつり 献血のお知らせ
～４０分で救える命がある～

情報伝言板

　「ひとり親家庭の親子の福祉増進と児童の健全育成を図ること」を目的に、君津市ひとり親家庭
友の会を平成２９年９月に設立いたしました。
　君津市ひとり親家庭友の会は、ひとり親の親子が笑顔になれるように、ずっと笑顔でいられるよう
に、お互いに情報交換をしたり交流や学習を行う団体です。役員をはじめ、会員の皆さんの意見を
元に年間行事を企画し、バスハイク・クリスマス会等の交流会や、母子父子家庭の福祉制度の学習会

などを行っています。ひとりで不安を抱えていませんか？ご興味のある方は
見学も可能です。
　会費は、一家庭年間1,200円（月額100円）です。まずは、8月19日（日）デイキャンプ

（BBQ）&マザー牧場でナイトファームを行います。
　詳しくは事務局（君津市社会福祉協議会 ☎５７－２２５０）までお問い合わせください。

ひとり親家庭友の会 会員募集!!

期　日：平成３０年９月３０日（日）
時　間：午前１０時３０分開会
会　場：君津グラウンド・ゴルフ場　
※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

　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２７日（土）
時　間：午前１０時から午後２時
会　場：保健福祉センターふれあい館
問 君津市社会福祉協議会

☎５７－２２５０　

日　時：８月６日（月）
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：ジョイフル本田
 君津店駐車場
主　催：君津市赤十字奉仕団

地区敬老会へお越しください！
　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。
開催日は、下記のとおりです。※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

囲碁・将棋ボランティアさん募集！！
☆老人ホームに入居されている高齢者の方のお相手を
　募集しています。
条　件：囲碁・将棋が出来る方、明るくお話好きな方
日　時：応相談
場　所：有料老人ホーム　セカンドライフ美咲ホーム・小櫃
　　　（君津市三田371）
その他：施設まで自力で来ていただける方
 興味関心のある方はご連絡下さい。
有料老人ホーム　セカンドライフ美咲ホーム・小櫃
問 美咲コーポレーション　☎0438-53-7399　担当：辻

切手・プルタブ収集報告
　昨年9月から皆様よりお預かりいたしまし
たプルタブを、先日買い取り業者さんに買い
取っていただきました。
　9か月分でなんと200㎏にもなりました！！
（ちなみに前回8か月分で130㎏でした。）
　使用済み切手・カード類は１年間で21.1㎏（昨年度は16.9㎏）
となりました。＊整理された切手約7,000枚で1㎏
　年々収集物の量が増えてきており、感謝申し上げます。
　たくさんの“温かい気持ち”を大切に使わせていただきます。

いろいろな場面で活躍される
� ボランティアさん大募集!!
・保育ボランティア
・封入ボランティア
・将棋・囲碁・オセロの対戦相手
・お話相手
・演芸披露
などのボランティアを募集しております。
まずはボランティアセンターまで!!

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！

対　象：・君津市在住および在勤で音訳ボランティアに関心があり、
 講座終了後もボランティア活動に参加できる方
 ・全日程に参加できる方
日　程：（全6回）10月16日（火）、10月23日（火）
 10月30日（火）、11月13日（火）
 11月20日（火）、11月22日（木）
時　間：午前10時～正午（2時間）
講　師：音訳指導員　髙

たかはし

橋　達
さ と こ

子 氏
協　力：音訳の会「さざなみ」
会　場：君津市保健福祉センター
参加費：500円（別途テキスト代が864円かかります）
締　切：10月１日（月）　　定　員：30名
申 問  君津市ボランティアセンター

至
姉
崎

至
久
留
里

至
木
更
津

久留里街道

道の駅
うまくたの里 セブンイレブン

国道 410号圏央道　
木更津東 IC↓ 至アカデミアパーク至木更津

JR久留里線
下郡駅 小櫃駅

ローソン スーパー
おどやJAGS

JAきみつ
味楽囲

ケアセンター
おびつ セブンイレブン

セカンドライフ
美咲ホーム

㈱クボタ
君津（営）

み
く
に
寿
司

音訳ボランティア養成講座を開催いたします。
声のボランティアやってみませんか？

夏の朗読会のお知らせ
あの暑い夏に思う
～平和への祈りを込めて～
日　時：8月5日（日）
 午後1時30分～
 （開場午後1時）
会　場：君津市生涯学習
 交流センター
 2階201会議室
 （君津市久保2-13-2）
申　込：不要（入場無料）
主　催：朗読の会 揺籃（ゆりかご）
※応援朗読者に小学生や中学生もいます。

是非聞きに来てください！
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ボランティア　たんぽぽ
「歌と笑顔と幸せを」
　たんぽぽは春を呼ぶ花、見る人の心に温もり灯す花、そ
うありたいとグループ名を付けました。
　ナツメロ中心に童謡など皆さんと一緒に歌える曲を揃え、
たとえ一時でも笑顔になり、喜んでいただけたらとそんな

気持ちで活動を続けています。
　今年で結成６年、最初は３人から始まった私達も現在は６人のメンバーとなり、ボランティア歴14年
のベテランから３年目の人まで心ひとつにして頑張っています。ボランティアにかける熱意と団結力は、
日々の練習と共に折りにふれ磨いています。
　これからも、大好きな歌で皆さんと共に、そして拍手を頂ける幸せをかみしめて、感謝の思いを胸に、
たんぽぽのように精一杯咲いて行けたらと考えています。
問君津市ボランティアセンター　☎55−0294

　松丘中学校は、豊かな自然に囲まれた学校です。全校生徒が27
名と小規模校ですが、小中合同運動会や文化祭などの行事では、
全校生徒が一致団結して活発に活動しています。
　生徒会では、毎週月曜日に実施している“挨拶運動”に力を入れ
ています。特に昨年度から、月に一度『English greeting day』
という日を新たに設け、英語で挨拶運動も実施し、お互いがさわ
やかな気持ちになるよう取り組んでいます。また、全校ボラン
ティアを年に2回実施し、地域の公共施設の清掃や老人ホームへ訪
問し、在所の方々とレクリエー
ションを行うなど地域の方々と
の交流も大切にしています。
　自分のことだけでなく「人の
ために何ができるのか」を考
え、これからも松丘中学校の発
展のために頑張っていきます。

200㎖の献血ができるのは何歳からで
しょうか
①16歳　②20歳　③60歳
◆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。
（８月20日消印有効）
◆第191号解答◆ 
Ｑ.次回のパラリンピックの開催場所は？　
Ａ．①東京
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

安藤正之さん、朝生千恵子さん、伊藤誠
一さん、岡村洋一さん、野村よし子さん

君津市立松丘中学校

生徒会長3年 伯
は か べ

ケ部 修
しゅうすけ

輔　

 歌と笑顔を届けます

老人ホームへ訪問

読 者 ク イ ズ？？

活動
紹介
活動
紹介

　音訳ボランティアとは…視覚に障害のある方のために、墨字（活字）で書
かれている書籍や雑誌、広報誌、新聞などの内容を“音声にして伝える”ボラン
ティアです。「音訳」は、聞き手（視覚障害者）が情報を得るために利用す
るものなので、内容が正しく伝わるように、書いてあることを書いてある通
りに読まなければなりません。そのため、音訳ボランティアは視覚に障害のある方の「目の代わり」となって、
情報を声で伝えることが大切になります。音訳ボランティアは、音訳だけでなく、音訳されたものを校正した
り、音声データを編集したりと、様々な活動を行っています。
 出典：社会福祉法人　日本盲人会連合

音訳ボランティア


