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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。
このバスハイクの実施にあたっては、当事者とボランティアによる実行委員会を組織し、企画運営を行っています。
今年も下記のとおり実施しますので、ふるってご参加ください。
期

日：令和元年９月７日（土）荒天の場合以外は実施します

行

程：7：00 頃

君津市内発

茨城県 安田果樹園（梨狩り）
水戸ドライブイン（昼食）
めんたいパーク大洗（買い物）
君津市内着

18：45 頃予定

※天候・道路事情等により行程が一部変更になる
場合があります。
対

象：市内在住の障害児者及び同居のご家族

定

員：140名（定員になりしだい締め切りとなります）

参 加 費：大人（中学生以上）3,000円
小学生未満

小学生2,000円

無料（食事はつきません）

乗車場所：保健福祉センターふれあい館ほか、申込状況により乗車場所を複数経由いたします。
乗車場所・時間等詳細は後日参加者にお知らせいたします。
※車いす用リフト付きバスも用意しています。
申込期間：７月29日（月）～８月13日（火）午前9時～午後５時まで
（土日祝日を除く）
※参加者の住所・氏名・電話番号・障害種別をお知らせください。
※介助や見守り等のボランティアが必要な方は申し込みの際にご相談ください。
申 問 君津市社会福祉協議会

☎57－2250
E-mail

FAX54－2941

mail@kimitsu-shakyo.or.jp
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平成30年度

君津市社会福祉協議会
事業及び決算報告
平成30年度事業及び決算報告は、令和元年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）

総務企画・施設管理
１ 法人の運営
・社会福祉協議会の活動の活性化及び組織体制の強化を図るため、役職員研修会を実施
２ 社会福祉事業の企画及び実施
・卒寿（90 歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈… ………………………… 336 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… … 145 人
・第 47 回君津市社会福祉大会及び健康と福祉の
ふれあいまつりの開催
・障害者団体及び学童クラブ等への助成… ……… 29 団体
・歩行困難な方へ車いすの無料貸し出し… ……… 186 件
３ 社会福祉事業に関する調査研究、広報啓発
・広報紙「福祉きみつ」の発行

年４回

４ 社会福祉施設の管理運営
・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」

君津市社会福祉大会

地域福祉推進事業
１ 地区社会福祉協議会活動の支援
・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
２ 君津市地域福祉活動計画の進行管理・第 3 次計画策定
３ 社会福祉団体の活動支援・援助育成
４ ボランティア活動・福祉教育の推進… ………… 6 団体
・ボランティア活動の活性化を図るため、君津市ボランティアセンターを開設し、
ボランティア活動に関する相談、情報提供、啓発等を実施
・ボランティア登録者数… ……………………………………………………………… 2,275 人
・高校生福祉体験ボランティア学習… …………………………………………………… 14 人
・小中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… ………………… 1,799 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… …… 39 人
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権利擁護・総合相談事業
１ 日常生活自立支援事業（きみつ成年後見支援センター）……… 契約者数 29 名
・判断能力が不十分な高齢者や障害者等の財産や金銭管理等を支援し、住み慣れた地域生活を支える
２ 成年後見事業（きみつ成年後見支援センター）………………… 受任件数 2 件
・判断能力が不十分な高齢者や障害者等に、財産侵害や人間としての尊厳が損なわれることがないように、
法律的に保護し支援する
３ 福祉資金貸付事業
・低所得世帯や障害者世帯等へ経済的自立を安定した生活の維持を図るため、
生活福祉資金の相談・貸付事業を実施 … ……… 貸付件数 226 件（平成31年3月31日現在）
４ ふれあい相談事業（君津市ふれあい相談室）
・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）………… 159 件

法律相談（弁護士）… ……… 105 件

こころの相談（カウンセラー）…………………… 93 件

在宅福祉推進事業
１ 住民参加型ホームヘルプ事業
・ホームケアサービスあんしん事業
子どもから高齢者まで、一人ひとりが安心して生活ができるよう、住民同士の助け合いによる
会員制の有償相互援助活動を実施 … ……… 利用件数 456 件
・ファミリーサポートセンター事業
安心して子育てできるよう住民同士の助け合いによる会員制の有償相互援助活動を実施…利用件数728件
２ 介護保険事業
・指定介護事業所として訪問介護事業を実施… ……………………… 利用者 46 人
・指定居宅介護支援事業所として居宅介護支援事業を実施… ……… 契約者 195 人
３ 生活支援体制整備事業
・生活支援コーディネーター業務
生活支援コーディネーターとして、日常生活上の支援が必要な高齢者に対する
サービスの把握や関係団体との連携等、地域における生活支援体制の充実及び強化を推進

■決算報告
その他の活動による収入
22,596,430

前年度繰越金
25,192,293

積立資産取崩収入
3,919,553

会費収入
12,289,882
寄附金収入
7,442,364

介護保険事業収入
52,839,432

事業収入
2,048,102

助成金支出
12,558,667

貸付事業支出
690,000

積立資産支出
4,468,733
その他の活動に
よる支出
3,031,090

事務費支出
23,260,284

その他の収入
6,394,503
受取利息
配当金収入
4,872

共同募金配分金事業費
2,319,000

収入の部
276,699,232

経常経費
補助金収入
90,715,472

事業費支出
20,822,101

支出の部
245,830,370

人件費支出
178,680,495

受託金収入
52,653,329

貸付事業収入
603,000

（単位：円）
事業及び決算報告の詳細はホームページで公開しています。 君津市社協

検索
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君津市社会福祉協議会

お役立ち 情報

ひとり親家庭友の会
「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レクリエーションや研修会を開催しています。年間を通じてバスハイ
ク・クリスマス会等の交流行事や、母子父子家庭の福祉制度の学習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。
問

君津市社会福祉協議会

☎５７－２２５０

板
言
伝
報
情
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。
※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
〈９月開催地区〉
君津南地区
期日：９月２８日（土）
会場：生涯学習交流センター

君津中地区
期日：９月２９日（日）
会場：生涯学習交流センター

上総地区
期日：９月２９日（日）
会場：上総地域交流センター

〈１０月開催地区〉
君津東地区
期日：１０月５日（土）
会場：八重原公民館

君津西地区
期日：１０月６日（日）
会場：周西公民館

小櫃地区
期日：１０月６日（日）
会場：小櫃公民館

清和地区
期日：１０月９日（水）
会場：旧清和中学校

令和元年度

健康と福祉の
ふれあいまつり
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19日（土）
時 間：午前9時30分から
午後1時30分
会 場：保健福祉センター
ふれあい館
※入場無料
問 君津市社会福祉協議会
☎５７－２２５０

小糸地区
期日：１０月２０日（日）
会場：中小学校

君津市障害者

グラウンドゴルフ
大会
期 日：令和元年９月２２日（日）
時 間：午前9時３０分開会
会 場：君津市民体育館
※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
渡邊
☎27－0015

献血のお知らせ
〜40分で救える命がある〜
日

時：８月５日（月）
午前１０時〜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

主

催：君津市赤十字奉仕団

ボランティアひろば
～令和元年度
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朗読の会 揺籠（ゆりかご）

講座開催案内～

ガイドヘルプボランティア養成講座

夏の朗読会 ～あの暑い夏を思う～

期

日：令和元年10月10日 (木)・17日（木）
（2日間）

日

場

所：君津市保健福祉センター

講

師：視覚障害者福祉協会

対

象：ガイドヘルプボランティアに興味・関心のある方

ふれあい館

君津市ボランティアセンターの登録ボランティアとして
活動をしている方
定

員：20名(先着順)

参加費：無料
申込み締切日：9月２７日（金）
申 問 君津市ボランティアセンター

障害福祉に興味のある方、
知識の幅を広げたい方、
ぜひ受講してみませんか？

時：令和元年7月27日（土）
開場：午後1時30分
開演：午後2時
会 場：君津市生涯学習交流センター
2階（201会議室）
朗 読：ちいちゃんのかげおくり 他
講 話：想いを寄せ続けた30余年
「被爆者団体協議会」坪井直氏
との心の出会い
小田部 康伊氏
出 演：小学生・大学生・
ゆりかご会員 他
※当日会場まで直接お越しください。
お待ちしております。
（入場無料）

ボランティア情報！！

保育ボランティア募集

保護者の方が勉強会や公民館活動などに参加している間に、一時的にお子さん
たちを見て下さる方を募集いたします。保育士などの資格を持っていなくても大
丈夫です。
子育てが一段落した方、保育士を目指している方など子供好きな方、是非登録
お願いします。

～切手・プルタブ収集報告～
皆様に収集していただいた収集物を5月に買い取り業者さんに買い取っていただ
きました。
1年間でプルタブは174㎏・使用済み切手は14.4㎏・使用済みカードは2.5㎏と
なりました。
古切手はボランティアさん達の手によって丁
ハガキの大きさと比べると物凄い量ですよね
寧に切りそろえ、仕分けしていただきます。
皆さん「少しだけど」と持参して来られますが、みんなの力が集まると、こん
なに沢山になるんです。凄いですよね！！
年々収集物の量が増えてきており、本当に感謝申し上げます。
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。
プルタブ1つの大きさは2.5㎝×1.5㎝
＊プルタブは約3,000個で、整理された切手は約7,000枚で、
信じられない量！
使用済みカードは約650枚で1㎏となります。
ペットボトルキャップはボランティアセンターでは収集しておりませんが、お預かりは致します。お預かりした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おります。お持ちいただく際はできるだけ洗浄・乾燥させてからお持ちください。

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

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

福祉きみつ 196 号（6）

活動
紹介

坂田ふれあい太鼓

平成28年12月「踊りの仲間」で活動開始。物足りなくて太鼓
打ちを導入しましたが、太鼓がなくダンボールと木片を利用して
の音出しで盆太鼓から始めました。
経験者はいませんので見よう見まねでやってきました。
平成30年7月、君津市ボランティア登録数79グループ中77番
目の登録です、まだまだひよこですが・・・。
メンバーは一世紀近く活躍されている心も気持ちも広くてでかい、昭和生まれ
の大物ばかり10名（男性2名・女性8名）で仲良くやっています。
今日まで5回演技披露しました。皆さんの笑顔と拍手と温かさをいただき、喜び
感動しさらに励みとなり続ける気持ちと絆も強くなりました。
よく頑張っている拍手から感動を与える拍手を目指し、毎週1回坂田青年館で演
目増と高見を目指して努力しています。
活動のモットーは「楽しむ事」。
叩く・踊る・披露等の経験のない事や好きな事、ちょっと難しい事で脳と体に刺
激を与え青春を感じています。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。
問 君津市ボランティアセンター ☎55−0294

君津市立南子安小学校
児童会
南子安小学校では、毎年５年生が、君津特別支援学校との
交流をしています。この交流をすることで、一人ひとりが障
害を抱える人の気持ちや生活をより知ることができます。ま
た、このことをペア学年に発表し、多くの人に障害を抱え生
活する人のことを知ってもらえるようにしています。
そして、アイマスク体験や車いす体験を通して、生活の困
難さを体から知ることができた
り、障害を抱える方から直接お話
しをうかがったりすることができ
ます。これからも、どんな人にも
優しく接する心を持ち、生活して
いきたいと思います。
君津市社会福祉協議会とボランティアの方
による５年生の
「車いす体験」
の様子

？読

施設での演芸披露

青年館で太鼓の練習

者 ク イ ズ？

福祉きみつの発行は年何回でしょうか？
①6回
②4回
③2回
◆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4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19日消印有効）
◆第195号解答◆
Q. 民生委員・児童委員の日はいつでしょう
か？
Ａ.②5月12日
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
当選者 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
小石川 康代様、小野 敏雄様、
くろかわ すみれ様

ユニバーサルデザインタクシー（UDタクシー）
ユニバーサルデザインタクシーとは、健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビー
カー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい"みんなにやさしい新しいタクシー車両"であり、街中
で呼び止めても良し、予約しても良しの誰もが普通に使える一般のタクシーです。
※運賃料金は一般のタクシーと同じです。
◆UDタクシーの特徴◆
①車内空間：縦にも横にもゆとりのある空間を確保し、ゆったりくつろげる移動空間を確保
②乗降口：乗降時などの安全確保のため、握りやすく視認性の高い配色の乗降用手すりを装備
また、スライドドアの開閉に連動するステップを装備し、安全でスムーズな乗り降りが可能
③車いす乗降口及びスロープ：ゆとりのある高さと幅を確保することで、安心安全な乗り降りが可能
スロープ幅を広く、勾配を緩やかなものにすることで、安全でスムーズな乗り入れが可能
④車いすスペース：車いすのまま乗車できるゆとりあるスペースを確保
⑤ラゲッジスペース：広々としたラゲッジスペースを確保することで、大きな荷物も収納可能
参照：http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/ud-taxi/index.html

