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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

　令和3年度の事業計画及び予算が、評議員
会（書面による開催）において承認されました。
　おかげさまで君津市社会福祉協議会は令
和3年度に設立50周年を迎えます。君津市社
会福祉協議会では、これまで以上に地域の困
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、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

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

・広報紙「福祉きみつ」の発行
・SNS（ツイッター、フェイスブック等）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

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

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

・卒寿（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
・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

▲ 50周年マーク

▲君津市福祉チャリティーゴルフ大会

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

～令和３年度事業計画・予算～
令和 3年度予算の要旨　　　　　（単位：千円）

本年度 前年度（補正後） 前年度比
事業活動収入 250,680 260,576 △ 9,896
事業活動支出 251,569 261,259 △ 9,690
事業活動収支差額① △ 889 △ 683 △ 206
施設整備等収入 0 0 0
施設整備等支出 733 1,962 △ 1,229
施設整備等収支差額② △ 733 △ 1,962 1,229
その他の活動収入 29,552 30,020 △ 468
その他の活動支出 36,991 37,882 △ 891
その他の活動収支差額③ △ 7,439 △ 7,862 423
予備費支出④ 1,630 1,900 △ 270
当期資金収支差額⑤

（①＋②＋③−④） △ 10,691 △ 12,407 1,716

前年度繰越金⑥ 21,691 24,407 △ 2,716
次年度繰越金⑤＋⑥ 11,000 12,000 △ 1,000

・災害ボランティアセンター運営訓練の実施
・小中学校で行う福祉体験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　等

地域の福祉活動を担う人材を育成・支援します

・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」

福祉施設の管理運営をしています

※新型コロナウイルス感染症の影響により事業の中止又は実施方法を変更して行う可能性があります。

 社会福祉法人
 君津市社会福祉協議会
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情報伝言板

　「きみつ成年後見支援センター」では、日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が地域
で安心して生活できるように支援するところで次のようなサービスを行っています。
1.福祉サービスの利用をお手伝いします。（福祉サービス利用援助）
・福祉サービスについての情報提供を行います
・ 福祉サービスの利用開始や中止に必要なことを一緒に考えながら手続

きをします
・福祉サービスの苦情解決制度利用に関する手続きをお手伝いします
2.お金の管理をお手伝いします（財産管理サービス）
・医療費や税金公共料金等の支払をお手伝いします
・通帳から生活に必要なお金を払い出してお渡しします
3.大切な書類や印章（はんこ）などをお預かりします（財産保全サービス）
・ 年金証書や預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、印章（はんこ）な

どを預かり、大切に保管します
　お気軽にお問い合わせください
問 きみつ成年後見支援センター　☎ 55−0454

　オストメイトとは、様々な病気や事故等が原因で消化管や尿管
が損なわれ腹部等に排泄のための開口部「ストーマ（人工肛門・
人工膀胱）」を造設した人のことを言います。この講習会ではオス
トメイトの方がストーマ装具の装着や日頃の生活等での困りごと
疑問点等について話し合いをします。
日　時　7月10日（土）（午後1時00分～午後4時00分）
場　所　木更津市民総合福祉会館（ホール）
受　付　午後0時30分～午後1時00分
内　容　1） ストーマケア講習会（講演と実技）・日常の問題と討論会
　　　　　 テーマ「 日常生活におけるストーマ交換時の対処方法
　　　　　　　　   と注意点」
　　　　2）ストーマ装具の展示説明会　（午後0時30分～）
参加費　無料　先着50名
問 オストメイト三津友会　君津市　神谷　守

☎/FAX 52−5599

令和3年度
第2回オストメイト社会適応訓練
講習会のご案内

　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、
いただいた内容が外部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

日　時：５月13日（木）　午前10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
血液が不足しています。
ご協力よろしくお願いい
たします。
問 君津市役所 厚生課　　　
　 ☎56−1183

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

献血へのご理解と
ご協力をお願いいたします

～40分で救える命がある～
献血のお知らせ

君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち

「日常生活自立支援事業」
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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

・飛び入りボランティア体験講座…年2回（予定）
・ボランティア養成講座…（予定）
・ボランティアと障害者との研修・交流会…12月上旬（予定）
・君津市ボランティアの集い…令和4年2月下旬（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
・赤い羽根共同募金のイベント募金活動…10月～11月
・高校生福祉体験学習…7月下旬（予定）
・市内小中学校での福祉体験学習支援
※ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、変更になる場合が

あります。随時更新致しますのでHP等をご確認ください。

切手整理ボランティア活動
※密にならないよう、活動者の人数制限をさせていただき 
　ます。
人数把握のため事前の申し込み、ボランティア登録をお願い
します。
日にち：・7月13日（火）・10月14日（木）・12月15日（水）
　　　 ・令和4年3月4日（金）
時　間：午後1時15分～午後3時00分
場　所：君津市保健福祉センター 3階 作業多機能室
持ち物：はさみ・水分補給のための飲み物
　　　（事前の検温・マスクも忘れずにお願いします。）
内　容：収集した切手の整理・分別作業
その他： 感染予防のため定期的な換気を行いますので各自で

寒暖対策をお願いします。
　　　　 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更にな

る場合があります。随時更新致しますのでHPをご確
認ください。

　　　  　体調がすぐれない場合は参加をお控えください。

演芸ボランティア
　福祉施設等での演芸披露に行ってい
ただけるグループ・個人の方を募集し 
ます。
　趣味を生かし
て皆さんの前で
披 露してみませ
んか。

保育ボランティア
　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、一時的にお子さん
たちを見てくださる方を募集します。
　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
を目指している子供
好きな方是非登録し
てみませんか。

介助・見守りボランティア
　高齢者や障害のある方が外出などで
移動される時にサポートをしてくださる
方々を募集しております。
　車いす介助は車い
すで外出される方の
サポートです。車いす
介助経験のある方が
望ましいです。

他にもオセロ・将棋・折り紙を指導しながら一緒に楽しんでくれる方などボランティアを募集しております。
コロナ禍で活動依頼は減っていますが、今できることを見つけて活動している団体もあります。

令和3年度 ボランティア事業年間計画

ボランティア募集中！！

　昨年から世界中を襲った新型コロナウイルスの感染
拡大により私たちの生活や、活動は自粛ムードとなり、
これまで歩行の介助であったり、スポーツの手助けだっ
たり、旅行やライブの付き添い等出来難い状況下と
なっています。
　そこで新たな福祉活動のカタチとして、障がいがあっ
ても仕事やスポーツ、そして人生を謳歌している方々、
頑張っている方々をドキュメンタリーに伝える。また、
ちょっとしたボランティアのやり方、関わり方などを映
像にして共に生きる地域社会づくりにつなげていく活
動を行いたいと思っています。
具体的には
①  障がいのある方の生活、活動、それを支えるボラン

ティアを動画（ビデオ）で記録する。
②  障がい者・高齢者等に対し

てみんなが出来ることを紹
介する動画（ビデオ）を作
成する。

　そして作成した動画を教材
や、各メディアに発信したり、
ホームページで紹介する活動を行います。
　まだスタートの段階です。一緒に活動してくださる仲
間を募集します。ビデオ撮影や編集が得意な方、興味の
ある方、ぜひ参加ください。

プロジェクトマネージャー：平尾　一晴
問君津市ボランティアセンター

ボランティアひろば

プロジェクトK
～新たな福祉活動のカタチ～

Kはkimitsuの頭文字

問君津市ボランティアセンター
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周西小グリーンクラブ
　平成29年1月に千葉県交通安全推進隊として県に登録し5年目
となります。周西小学校児童の交通安全と防犯のために毎朝、登
校時間帯に学校周辺4か所の交差点で見守りを実施しています。
　児童の明るい朝のあいさつと笑顔を楽しみにしています。
　現在隊員は8名で40代から80代の男性で構成し、各交差点を
交代で見ております。

　見学と入隊については、随時受け付けています。男女を問わず、興味のあ
る方一緒に活動しませんか。

活動
紹介
活動
紹介

　様々な病気や事故等が原因でお腹に排泄のための「ストーマ
（人工肛門・人工膀胱）」を造設した人を「オストメイト」と
いいます。オストメイトはストーマ用装置を装着することで、
手術前と同じように社会生活を送ることができます。
　オストメイトの方は、ストーマ用装具を装着することで社会
参加をすることができますが、外見ではわかりづらい内部障害
であるため、社会的な理解が進んでいない部分もあります。
　また、オストメイトの方は標準のトイレでは様々な苦労があ
るため、オストメイト用の設備があるトイレもあります。オス
トメイト用のトイレには排泄物の処理、ストーマ装具の交換・
装着、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄、衣服・使用済み装具の
洗浄・廃棄などができる設備があります。オストメイトの方が
使用する際に困らないように、なるべく標準のトイレを使用す
るようにしましょう。

プロジェクトKのKの意味は何でしょう。
①木更津　　②君津　　③協議会
◆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21日消印有効）
◆第203号解答◆ 
Q.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。
Ａ.①ふたば園・ミツバ園
◆当選者◆
山本 一正様、佐久間 こなつ様、佐藤 康子様

読 者 ク イ ズ？？

参照：https://ud-shizuoka.jp/ubpla/ostmate.html

オストメイトマーク

　清和小学校は、令和2年度に開校した新しい学校です。秋元小
学校と三島小学校が統合してできました。3年前から交流活動を
続けてきました。しかし、同じ学年の友達の名前と顔は覚えまし
たが、他の学年の名前と顔がよくわかりませんでした。
　計画委員会では、全校児童の名前を覚えてもらうにはどうすれ
ばよいか考えました。みんながよく通るところに、顔写真と名前
が載ったものを掲示しました。すると、交流が少なかった学年の
友達の名前もわかるようになって
きて、名前で呼べるようになりま
した。名前を呼んでもらうととて
もうれしい気持ちになり、他の学
年の友達もすぐにできました。
　これからも全校児童みんなの
名前が呼びあえる学校にしていき
ます。

君津市立清和小学校
計画委員会

▲オストメイトマーク

善意ありがとうございます

甘利辛一様、石井潤子様、菊澤和子様、
草刈新太郎様、寺本實様、仲野昭好様、
藤本全道様、三隅勝行様、
いこいの広場くるり様、君津市上総公民
館開館50周年記念事業実行委員会様、
株式会社菊屋様、株式会社黒田不動産
鑑定様、株式会社ノバ・メディクス様、
君津地区傷痍軍人連合会様、君津布教
所様、日豊電材株式会社木更津事業所様、
道の駅「ふれあいパーク・君津」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　
他匿名10件

問君津市ボランティアセンター　☎55−0294周西小北側校門にて
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令和２年度社会福祉協議会一般寄付（順不同）


