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　君津市社会福祉協議会主催「令和2年度福祉の標語コンクール」が行われ、小学校15校中学校７校から標語作品
2,082点の応募がありました。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。特別賞受賞者・受賞作品を紹介い
たします。
君津市長賞	 上総小櫃中学校	3学年　本

もとよし

吉　悠
ゆ う と

人さん	「差しのべる　その手で広げる　福祉の輪」
君津市教育委員会教育長賞	 南子安小学校	 5学年　津

つ が わ

川　　蓮
れん

さん	「どうしたの？　かけるひと声　思いやり」
君津市社会福祉協議会長賞	 清和小学校	 6学年　鈴

す ず き

木　深
み さ ね

心さん	「声かけて　見守る地域の　助け合い」
君津市社会福祉協議会長賞	 周東中学校	 2学年　谷

たに

　　心
こ こ ね

寧さん	「あいさつは　心をつなぐ　パスワード」

福祉の標語コンクール特別賞作品紹介

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2度目の「緊急事態宣言」が発出されました。コ
ロナ禍での生活が長期化しており、外出の自粛によるストレスや運動不足、日常生活の変化等がおきている
と思います。
　自分に出来ることから取り組み、コロナに負けない生活をしましょう。

1感染予防をしなが
らウォーキングや家で
できるストレッチ等し
て、運動不足を解消し
ましょう。

3外出の自粛をしても、
気持ちは閉鎖的にな
らないようにしましょ
う。電話やメール等で
友人と会話する等して、
みんなで支え合いま
しょう。

2規則正しい生活を
心がけましょう。１日
３食バランスよく食事
をとることや早寝早起
きを心がけて、強い免
疫を作りましょう。

4「３密」（密閉・密
集・密接）を避けて、
感染対策をしましょ
う。

コロナに負けない生活をしましょう
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情報伝言板
あんしん事業とは、市民同士が互いに助け合う会
員登録制の有償ボランティア福祉サービスです。
普段の生活の中で「ちょっと困ったな」というと
きにお手伝いをしてくださる協力会員を募集して
います。
・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　など
年齢・資格は問いません。
活動時間：午前7時から午後8時まで
利用料：30分350円（プラス交通費）
　　　　以降30分ごとに350円追加
問 ホームケアサービスあんしん事業

☎ 57−2252

　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
・70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
問 申 きみつ成年後見支援センター　

☎ 55−0454

　子育ての手助けを行いたい方（協力会員）と、子育ての手助けを受けたい方（利用会員）が会員とな
り、安心して子育てを支援する有償の相互援助活動です。
　子育てが一段落した方、時間に余裕のある方、子どもが好きな方など、どうぞご協力をお願いします。
協力会員：君津市に在住の20歳以上の方
利用会員：君津市に在住または在勤の方で、生後6ヵ月～6年生までのお子さんがいる方
利用内容：保育園・学童クラブの送迎や終了後の預かり、幼稚園が休みの時の預かりなど
援助時間：午前6時～午後10時まで
利 用 料：1時間あたり500円
君津市ファミリーサポートセンターでは随時会員手続きを受け付けています。
問 申 君津市ファミリーサポートセンター　☎ 57−2252

地域ぐるみの子育て支援　～君津市ファミリーサポートセンター協力会員募集～

市民同士の助け合い
～ホームケアサービスあんしん事業～

日常生活自立支援事業の生活支援員募集

君津市福祉作業所の利用者を募集しています
　君津市社会福祉協議会は、「君津市福祉作業所ふたば園」と「君津市福祉作業所ミツバ園」の施設の指定管理者として管理運
営を行っていますが、現在、両施設ともに利用者を募集しています。
　作業所では「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス（就労継続支援Ｂ
型）を提供し、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行っています。
　作業内容は、食品の箱詰めや紙袋製作・おかずカップの容器詰めなどの企業からの受注作業や、紙すきによるカレンダーや
名刺等製作、総菜等の製造販売、栽培野菜の販売などを行っています。利用者の皆様の個々の希望や自己決定を尊重し、一人
ひとりの、特性にあわせた作業をしていただいております。受注作業や販売によって得た収入は、利用者の皆様に工賃として支
払われます。
　また、ふたば園では送迎バスを運行していますので、家族の送迎や公共交通機関での通所が困難な方でも安心して利用いた
だけます。
　作業所を利用できる方は、障害福祉サービス受給者証による訓練等給付の支給決定を受けた方で、身体障害者及び知的障
害者の方となります。詳しくは、君津市社会福祉協議会または各作業所までお問い合わせください。

所在：君津市外箕輪1039-5
TEL/FAX：0439-55-8234

定員：各22名　　利用時間：午前9時～午後3時30分
職員配置：４名　管理者(所長)、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員　　休所日：土日祝日、年末年始

通常の作業の他にも、県内外へのバスハイクや調理実習、クリスマス会など、仲間との楽しいイベントも盛りだくさん！

所在：君津市坂田396-4
TEL/FAX：0439-54-2948

問君津市社会福祉協議会　☎0439-57-2250

君津市福祉作業所ふたば園

（両施設共通事項）

君津市福祉作業所ミツバ園
施設概要 作業中の様子
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収集ボランティア活動報告

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

　皆さんにお持ちいただいた収集物を下記のとおり業者に買い取っ
ていただきました。
　「少しだけど」とご持参されますが、沢山の力が集まるとこんな
に凄い量になるのです！
　まさに“塵も積もれば山となる”ですね♪　　　　　　　　　　
　身近な方に声かけなどをしていただき、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。
　収集で得たお金は、車いすの購入などに使用させていただいてお
ります。

　使用済み切手・プルタブ・使用済みカード・書き損じハガ
キ・使用済みハガキを収集しておりますので、君津市ボラ
ンティアセンター（ふれあい館3階）へお持ちく
ださい。

毎年2月に開催している「君津市ボランティアの集い」は新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、中止となりました。

　ペットボトルキャップは社会福祉法人 佑
啓会 ふる里学舎潮見（旧名称:木更津市福
祉作業所あけぼの園）
☎0438−25−2345（住所）木更津市潮見
2-13-5で収集しています。
　なお、君津市ボランティアセンターでは、
収集していませんが、家庭内で集めた量の
ペットボトルキャップであればお預かりして
います。
　大量にある場合は、上記事業所へ事前
連絡のうえ、直接お届けください。　
※洗浄・乾燥してのご持参にご協力を
お願いいたします。

※プルタブと一緒に
混ぜないでください。

コロナ禍でも自宅でできるボランティア活動

令和2年度『君津市ボランティアの集い』中止のお知らせ

ペットボトルキャップは

ボランティアひろば

　令和２年度に登録いただいているボランティアグループ・個人ボランティアの方は令和３年度更新手続きと令和２年
度活動報告をお願いします。封書またはハガキをお送りしますので、ご記入のうえ、ご返送をお願いします。
　今年度は施設側からの依頼、受け入れが激減しましたが練習を行っているグループは練習日の報告についてもご
記入のうえ、ご返送をお願いします。
※新規ボランティアさんも大募集。随時募集しておりますのでお気軽に君津市ボランティアセンターまでお越しください!!

君津市ボランティアセンター登録ボランティアの皆様へ ～登録更新・活動報告のお願い～

１㎏の　　　　　　
おおよその数量

プルタブ
(3,000個)

切手
(7,000枚)

使用済みカード
(650枚)

令和元年度 174kg 14.4kg 2.5kg
令和２年度 270kg 19.1kg 28.1kg

ハガキの大きさと比べると、ものすごい量ですよね！
古切手 カード

プルタブ

お預かりのみ

全部で270kg（約810,000個）になりました！
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ボランティアサークル for－Ｕ
　今年、早いもので結成して33年、当初はボランティア依頼も多く、障がい者・老人の介助や移
送も含めた活動が中心だったが、メンバーも多かった事もあり、市役所や社会福祉協議会、障が
い者団体のイベントへの協力する機会も
徐々に増えて行きました。
　現在は、ボランティア依頼は減少し、

自分達の活動が中心となり、参加型から参画型活動へと時
代と共に活動も変わって来ました。
　また、昨年度は台風災害、今年は新型コロナ禍での活動
を余儀なくされ、中々本来の活動が停滞していますが、今
後は動く活動に加え、伝える活動を取り入れながら進化を
遂げたいと思います。
　活動当初より会員がかなり減少し、高齢化して来ました
ので、一緒に活動してくれる活動的な方募集中！
問 	君津市ボランティアセンター　☎55−0294

活動
紹介
活動
紹介

　耳マークとは聴覚障害を表示するサインです。耳が不自由になる聴覚
障害は見た目ではわかりません。周りから気づかれないからこそ不便に
なることもあります。
　例えば自分の名前を呼ばれても気づかないこともあるかもしれません。
　このようなことを防ぐために、簡単に自分が聴覚障害者であると周知
することができるように制定されたシンボルマークが耳マークです。
　耳マークは一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会により
管理されたマークで聞こえない人々の存在と立場を社会一般に認知して
もらい、コミュニケーションの配慮等理解を求めていくためのシンボル
です。
　皆さんもこのマークの方を見かけたら、手話や筆談、大きな声で話す
等のコミュニケーションを取ってみましょう。

君津市社会福祉協議会で管理している2つの福祉作業
所の名前は何でしょう。
①ふたば園・ミツバ園　　②ツツジ園・ミツバ園
③ふたば園・サツキ園
◆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（3月22日消印有効）
◆第202号解答◆ 
Q .大規模災害発生時の備蓄はどのくらいあるのが良い
でしょう。
Ａ.③１週間分
◆当選者◆
榎本 洋子さん、石井 博子さん、佐久間 みさとさん

読 者 ク イ ズ？？

参照：https://www.signmall.jp/blog/mimi-mark/

耳マーク

　周南小学校では、「すなみの木」を作り、「進んで挨拶」「仲良
く笑顔」「みんなで協力」の目標にちなんだメッセージを書いて、
木に貼っています。放送でメッセージを紹介すると、それを聞いて、
素敵な行動をまねしてくれる人がいるので、思いやりを持った周
南っ子が多いです。
　また小中合同挨拶運動を行い、挨拶を通した周南地域の活性
化や、小中学生の交流を深め、良い関係を築くことを目的として
います。始めたばかりの頃は、見慣れない中学生もいて、うまく
挨拶ができず、中学生ともなかなか交流を深められませんでした。
しかし笑顔や明るく元気な声、会釈や
手を振るなどの工夫をして、挨拶がで
きるようになり、中学生から話しかけて
くれて、交流も深めることができまし
た。これからも、周南小をよりよくでき
るように頑張りたいです。

君津市立周南小学校
運営委員会 委員長

6年　大
おおむら

村詩
し い か

花


