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平成 31年度予算の要旨 （単位：円）
本年度 前年度（補正後） 増減

事業活動収入 237,734 221,790 15,944
事業活動支出 239,051 246,804 △ 7,753
事業活動収支差額① △ 1,317 △ 25,014 23,697
施設整備等収入 0 0 0
施設整備等支出 1,750 150 1,600
施設整備等収支差額② △ 1,750 △ 150 △ 1,600
その他の活動収入 23,495 43,558 △ 20,063
その他の活動支出 30,128 31,429 △ 1,301
その他の活動収支差額③ △ 6,633 12,129 △ 18,762
予備費支出④ 2,100 2,160 △ 60
当期資金収支差額⑤

（①＋②＋③−④） △ 11,800 △ 15,195 3,395

前年度繰越金⑥ 21,800 25,195 △ 3,395
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31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、事業を展開していきます。
　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、成年後見人等の支援
・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

・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
・生活支援コーディネーターによる市内社会資源の把

握、生活支援ニーズの把握等

・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

・広報紙「福祉きみつ」の発行
・ホームページやSNS（フェイスブック、インスタグラム

等）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の開催

・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

▲特別養護老人ホームでの
　福祉体験ボランティア学習

事業計画及び予算の詳細はホームページに掲載しています。 検索君津市社協

～平成31年度事業計画・予算～
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　市民の参加と協力により、日常生活の困ったときに、市民の中から登録した「協力会員」がサービスを提供し、手助けするも
のです。福祉サービスを必要としている「利用会員」が住みなれた家で、あんしんして過ごせるように支援活動をすることを
目的としています。
◆利用内容
　・住居等の掃除、整理整頓 ・生活必需品の買い物
　・通院等のつきそい ・食事の支度　
　・衣類の洗濯及び補修等 ・産前産後の家事支援　など
◆会員募集
　・市内在住
　・年齢、性別、資格の有無は問いません。
　・お手伝いできる曜日・時間・できることを登録していただきます。
詳細はお問い合わせください。　問 君津市社会福祉協議会　☎５７−２２５２

君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

情報伝言板

ホームケアサービスあんしん事業

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？
5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

献血のお知らせ～４０分で救える命がある～

ひとり親家庭友の会

　ヘルパー資格のある方、お手伝いいただけませ
んか？
　興味のある方、お気軽にお問い合わせください。
仕　事：利用者宅での訪問介護（身体・生活）
資　格：①介護福祉士
 ②介護職員初任者研修修了者
 （旧２級課程修了者）
給　与：１時間あたり1,250円
 資格手当有、交通費支給（1ｋｍ30円）
賞与（特別手当）：年２回、給与１か月分程度
休　日：希望日
問 君津市社会福祉協議会

訪問介護事業所（社協介護サービス）
☎55−2218

　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

　「ひとり親家庭の親子の福祉増進と児童・生徒の健全育成
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
皆さんの意見をもと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。
　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。

福祉きみつ編集委員を募集します
　わたしたちと一緒に「福祉きみつ」の内容等を検討する編
集委員を大募集します！！！
◆編集委員の役割

・年４回発行する「福祉きみつ」の内容について検討
・編集委員会議に出席（毎回１時間程度）

　編集委員会議の中で、紙面の内容を検討してもらい、より
よい「福祉きみつ」にしていきたいと思います。
詳細は、下記連絡先までお問合せください。
問 君津市社会福祉協議会　☎57−2250

会員募集

日　時：５月１０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
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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

ボランティア情報！！
平成31年度ボランティア事業年間計画
・4月・11月（予定）

…飛び入りボランティア体験講座
・12月上旬

…ボランティアと障害者との研修・交流会
・2020年2月下旬（予定）

…君津市ボランティアの集い
・ボランティア養成講座
・切手整理ボランティア活動
・7月下旬（予定）…高校生介護体験学習
・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）

災害ボランティアセンター運営訓練
実施報告
　災害発生時内には、被災地には多くのボランティア
が駆けつけ、支援活動を行います。災害時にスムーズ
な活動ができるように日頃からの訓練が必要であり、
3月9日（土）に、39名の参加により災害ボランティア
センター運営訓練を実施いたしました。
　当日は、西日本豪雨での被災地支援活動報告及び
災害ボランティアセン
ターの流れについて
体験し、災害時の支援
活動について理解を
深めました。

収集ボランティア活動
小さな子供からお年寄りまで身近にできるボランティア活動
○使用済み切手・カード　○プルタブ　○書き損じ・未使用ハガキ
を収集しています。それぞれ活用方法が違いますが、売却や交換などをした後に
ボランティア活動のために活用させていただいています。（詳細はHPに掲載しています）
上記の収集物は君津市ボランティアセンターへお持ちください！！ 
※ペットボトルキャップは木更津市内の福祉作業所へお届けしています。
※ベルマークは収集を行っている学校へ伺った際に均等にお渡ししております。

切手整理ボランティア活動　※お気軽に参加ください。申込み不要
日にち：①4月25日（木） ②7月9日（火） ③10月1日（火） ④12月18日（水） ⑤2020年3月5日（木）
時　間：午後1時15分～午後3時30分　　
場　所：ふれあい館 3階 作業多機能室　　持ち物：はさみ
内　容：収集した切手の整理・分別作業
ボランティア登録ない方は登録大歓迎！他のボランティア活動もご紹介いたします♪

会員募集！　君津市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、ボランティア同
志の交流、情報交換ができます。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。
　会議は月に一回（第1月曜日午前10時～正午）。一緒に企画・運営してみませんか。　
※2019年5月23日（木）総会および20周年記念祝賀懇親会を予定しています。
第22回君津市ボランティアの集いは「湧き水のごとく　老いも若きも　ボランティア」をサブテーマとし、上
総地域交流センターに162名の参加者が集い、盛会に終えることができました。
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津軽三味線　福栄会
　当団体は、昭和54年に発足し、今年で40周
年になります。
　始めのうちはチャリティーショー企画、雲仙
普賢岳、十勝地震、阪神淡路大震災等に義援
金や君津4市社会福祉協議会に車いす84台寄
贈などを行っておりました。

　平成27年7月11日には、地域社会に貢献している団体として
クローバー賞（新日鐵住金君津社会貢献賞）を受賞しました。
　現在は、会員28名で高齢者施設にて一緒に歌を歌ったり踊ったり、三味線での慰問・演奏会などの演芸ボラン
ティアを行っております。また、小中学校で生徒たちに邦楽指導（楽器貸し出し20丁）や尺八・三味線・琴・茶道等
の体験教室などの学校支援も行っております。
　高齢化した会員で頑張っています。帰りに「また来てね～♪」という言葉を励みに！！！
問君津市ボランティアセンター　☎55−0294

　八重原小学校は、全校でエコキャップ活動に力を入れてい
ます。エコキャップ活動とは、エコキャップを860個集める
と1人分のワクチンが手に入るという活動です。手に入った
ワクチンは世界中の困っている人々に届けられます。エコ
キャップを集める箱は、校舎1～3階の見えやすいところに設
置しています。全校のみなさんがこの活動に協力してくれる
おかげで、エコキャップ活動を長
く続けています。
　このほかにも、八重原小学校で
はユニセフ募金や赤い羽根募金の
活動にも取り組んでいます。今後
もこの活動を続けて、もっとよい
学校にしていきます。

君津市立八重原小学校

6年 榎本　賢太

活動
紹介
活動
紹介

善意ありがとうございます
平成30年4月1日から平成31年3月31日

社会福祉協議会一般寄付（順不同）
イオン社会福祉基金様、円如寺萩まつり実行委
員会様、株式会社ノバ・メディクス様、君津香木
原カントリークラブ様、君津市農業協同組合様、
君津市文化協会様、君津市民ふれあい祭り実
行委員会様、君津商工会議所女性会君津地区
様、君津市ろうあ協会様、君津プラチナライオ
ンズクラブ様、サウンドカズサ様、サン・ラポー
ル南房総入居者一同様、笑話会様、新日鐵住金
株式会社君津製鐵所てつわ会様、すずめ同好
会様、第54回君津中央公民館文化祭実行委員
会様、藤栄会様、中山身語正宗君津布教所一同
様、日豊電材株式会社様、太巻き寿司わかば様、
ユニー株式会社小さな善意で大きな愛の輪運
動アピタ君津店様、ラッシングクラブ様、緑晃会
舞踊グループ様、江藤新様、菊澤和子様、草刈
新太郎様、齊藤誠一郎様、白水朗子様、寺本實
様、平野美穂様、藤田尊世様、藤平和夫様、藤
本全道様、他匿名10件

　白血病等の血液難病に苦しむ人達を救済するため、善意による
骨髄提供の仲介を行うために設立されました。
　これまで多くのドナー登録者を集め、患者さんとドナーさんの
橋渡し役を務めてきましたが、より多くの患者さんの救命を使命
として、事業の推進に全力を注いでいきます。
　骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血など
の病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さ
んの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞と入れ替える（実際は
ドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する）ことにより、
造血機能を回復させる治療法です。
◆ドナー登録の条件◆
 ・骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
 ・年齢が18歳以上、54歳以下で健康な方
 ・体重が男性45kg以上／女性40kg以上の方 
※骨髄・末梢血幹細胞を提供できる年齢は20歳以上、55歳以下
◆献血会場で受付をしています。 出典：日本骨髄バンク

骨髄バンク

民生委員・児童委員の日はいつでしょうか？
①5月13日　　②5月12日　　③6月12日
◆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3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。（5月17日応募締切）
◆第194号解答◆ 
Q.きみつ成年後見支援センターはいつ開
設されたでしょうか。
Ａ.②平成30年4月　
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　当選者　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

石川俊子様、石川静江様、上家久人様、
川名順子様

読 者 ク イ ズ？？

八重原小学校計画委員（児童会）のメンバー
（平成30年度）です。八重原小学校をよりよ
い学校にしようと中心となってがんばっています。

イベントにて演奏中


