
　社会福祉法人君津市社会福祉協議会の社会福祉法人化40周年記念にちなみ、マスコットキャラクターの

デザインを募集し、第40回君津市社会福祉大会で福祉の増進に貢献いただきました皆様の表彰・式典にあ

わせまして、キャラクターの最優秀賞の発表を行いました。この作品は、支えあいや、たすけあいのやさし

い気持ちがイメージされており、福祉のアピールになれるような親しみのあるキャラクターとして、着ぐる

みやＰＲグッズ等を作成し、各種イベントやキャンペーン等で広く活用する予定です。

①

福祉

社会福祉法人  君津市社会福祉協議会広報紙 平成２４年
２月１６日発行

１６２No.ー「誰もが住みやすい福祉のまちづくり」をめざしてー

（２０１２年）

～～～たくさんのご応募ありがとうございました。～～～

応募総数：234点　　    募集期間　平成23年 10月 24日（月）～12月 2日（金）

【応募者内訳】小学生：191人（193点）、 中学生： 10人（11点） 高校生・特別支援学校：4人（5点）

　　　　　　　大学生・専門学校：5人（6点）一　般：15人（19点） 

☆表彰☆　入賞　最優秀賞 1点　　　優秀賞    5 点　　　　　佳　作    5 点  

　皆さまからお寄せいただいた、キャラクター作成のコンセプトは、人に対す

るやさしさ、あたたかさ、誰もが幸せを願うものばかりでした。一つひとつを

ご紹介できないことが残念ですが、本会としましてはこの『想い』を大切にし

ていこうと感じています。

《審査の流れ》
※ 234点の作品から、規定外作品を除いたのち、役職員・福祉きみつ編集委員

　で第１次審査を行い234点から67点にしぼりました。外部審査委員（7名）

　本会役員（3名）の10名により２次、最終審査を行いました。審査会では、

　ひとつひとつの作品について意見を述べあい、決戦投票を繰り返しながら以

　下の理由で作品が決定しました。

　○福祉へのやさしさや、やわらかさのイメージが伝わり、かわいさが十分ある。

　○キャラボクの葉・実・水・ハートのデザインが自然や郷土を大切にすること

　　をイメージできる。

　○親しみやすく、着ぐるみにもできる。

　名前は、第40回君津市社会福祉大会で投票いただいたものを参考に、ただ今検討しています。

平野義和さん

(専門学校生 )

平井七月さん

（大学生）

田上雄一さん

( 一般 )

三澤悠衣さん

（周南中）

佐野春佳さん

(北子安小 )

佳作の方々
鈴木誠也さん    ( 北子安小 )

鈴木汰空さん    ( 北子安小 )

西川ことねさん (北子安小 )

長島玉実さん   （一般）

川島知聖さん   ( 小櫃中 )

優秀賞作品の紹介　

最優秀賞 

江㞍　早香さん（一般）の作品

であい輝きの人は紙面の都
合で 2 面に掲載しています。



②

　阿部さんは昨年10月、千葉県身
体障害者福祉協会が主催する「千
葉県身体障害者作品展」にの墨絵
を出展されて「千葉県身体障害者

協会理事長賞」を受賞されました。阿部さんは26
歳の時に脊髄性の障害を発症したが、手が動かない
時期を克服し、縫物や絵を描くことにより徐々に感
覚を取り戻していった努力家です。
　ご主人からの「がんばらなくていい、努力をしな
さい。」のことばを背に歩み続けて、元気と笑顔、
いつも朗らかにクヨクヨせず生活をしていこうと心
がけています。　この墨絵はスズメが2羽話しをし
ている様子を描いたそうです。習
字の半紙や、広告の白い裏をみつ
けては、いろいろな墨絵を描いて
いました。阿部さんは御歳80歳！
これからも、お元気で墨絵を描き
続けていかれると思います。　（わ）

君津リバース協会
（君津市身体障害者団体）

　　　阿部　弘子さん
（北子安）

であい
　
　
　
　
　

　きみつ広域後見支援センターでは、高齢者や障害者
の方が安心した日常生活を送るための援助を行ってい
ます。次のような悩みがあれば、気軽にご相談ください。
　　　・年金が本人のために使われていない
　　　・悪質商法の被害にあった
　　　・公共料金の支払いが困難
　　　・最近物忘れがひどいが、相続や遺産のことで
　　　　悩んでいる　
内容＝①福祉サービス利用援助（介護保険制度などの
　　　　利用手続の援助やアドバイスなど）
　　　②財産管理サービス（金融機関からの預貯金の
　　　　引き出し、公共料金の支払いなど）
　　　③財産保全サービス（定期預金通帳や年金証書
　　　　など、重要書類の預かり）
　　　④弁護士など紹介サービス（専門的な援助が必
　　　　要な方への紹介・情報提供）
利用できる方＝利用に必要な契約内容を説明すれば理

　　　　　　　  解できる方。
利用料金や手続きの流れなど、お気軽にお問い合わ
せください。

きみつ広域後見支援センター　☎0439-55-0454

◇君津市長感謝状（高額寄付者）　　　　　社団法人日本プロゴルフ協会様
◇君津市社会福祉協議会会長表彰状（功労表彰）　
　【保護司】牧野甚内様・篠田富男様／【更生保護女性会】鈴木はな子様・坂本�子／【シルバー人材センター】
　秋葉信夫様／【君津市老人クラブ連合会】竹内欣一様／【君津市共励会】重田けい子様／【玄々堂君津腎友会】
　榎本啓司様・中村昌弘様／【オストメイト三津友会】髙橋昭信様／【君津市遺族会】法木宏様／【君津東地区
　社会福祉協議会】大島義昭様・松本岩男様・笹生静子様・皆田政夫様／【君津中地区社会福祉協議会】櫻井健
　治様・佐藤敏和様／【君津西地区社会福祉協議会】宮﨑俊雄様・苅込繁雄様／【君津南地区社会福祉協議会】 
　礒貝三郎様／【清和地区社会福祉協議会】加藤喜美子様・金鋼美津枝様・石井定雄様・刈込久枝様／【上総地
　区社会福祉協議会】本吉義之様・須藤邦香様・芝﨑和子様・芝﨑孝子様・田畑典子様／【どんぐり劇団】佐藤
　リヨ子様／【白ゆり会】齊藤滿子様・成田はな様／【ハンドインハンド】 川名正好様・川名まち様／【山の手
　フラワーヒル】新藤紀子様／【たびだちの村・君津】 柴﨑喜好様／【君津保育園】宮﨑克己様／【社協評議員】
　藤井由美子様／【特別功労】明るい社会づくりかずさ委員会君津地区様・ガイドヘルパーグループマリモ様・
　君津市老人クラブ連合会小糸支部様・小櫃地区食事サービスボランティア様・能星育子様・冨澤明様・茂田正
　博様・廣瀬タカ子様
◇ 君津市社会福祉協議会会長感謝状（高額寄付者）
　・手嶋清夫様・鴇田勝様・久保庸二様・宮武ミツ様・川名敏行様・寺本實様・（有）黒田不動産鑑定事務所様
　・ユニ―（株）アピタ君津店様・君津青年経営研究会様・（有）津園様・君津市文化協会様・君津市民ふれあ
　い祭り実行委員会様・君津信用組合様・円如寺桔梗友の会様・サン •ラポール南房総入居者一同様
◇千葉県共同募金会会長感謝状（高額寄付者）
　・大野初枝様・佐藤光一郎様・三浦勇様・（株）オアシスグループ様・君津市老人クラブ連合会様　
    ・君津ロータリークラブ様・（株）三峯様
◇社会を明るくする運動千葉県作文コンテスト表彰状
　佳作　　　　　　　　　　  「まほうのキャップ」　　　　　         　   君津市立小糸小学校 6 年　百島里咲様
◇福祉の標語コンクール特別賞表彰状　
　君津市長賞　　　　　  　　「さしだす手　つなぎ広げる　助け合い」　君津市立周西小学校 6 年　山木大夢様
　君津市教育委員会教育長賞「まちづくり　最初のステップ　挨拶だ」　君津市立清和中学校 1 年　鈴木英寿様
　君津市社会福祉協議会長賞「おたがい様の 心をつなぐ 明るい君津」　君津市立小糸小学校 6 年　石川怜央様

きみつ広域後見支援センターのご案内

社会福祉大会において表彰・感謝に輝いた方々



　　 　　

　　

③

９８Ｎｏ.

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は下記まで

君津市久保３－１－１　君津市保健福祉センターふれあい館３階
☎０４３９ー５５ー０２９４　　　０４３９ー５５ー００９９
　volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

君津市ボランティアセンター
開設時間　９：００～１７：００

使用済み切手・プルタブ・書き損じ (未使用 )はがき・使用済みカード※ロータスクーポンの収集は終了いたしました。収集物案内

　1月 9・10日に実施された今回の集いは、今までの

分科会形式でなく『東日本大震災からの教訓』をテーマ

にしたシンポジウム方式で行われた。

　それぞれの分野から４名のパネリストの発表で重複性

のない、個性的で関心のある内容で理解し易い発表であ

った。

　朝野氏（赤十字防災ボランティアリーダー）の発表は

地震の発生メカニズムで周期と震度により家屋の倒壊レ

ベルの違いや、液状化への発生難易度等について専門的

な見地から、我々にも理解し易い説明を受けた。更には

反復訓練の重要性を再認識した。

　津波に遭遇した仲條氏（旭市在住）からは高齢者に対

する避難説得の難しさ、特に高齢者の我々は素直に耳を

傾けるべきである。

　霍
つ る ま

間さん（順天堂大学生）と岡本氏（佐倉市社協）の

体験談を聴き、ボランティアをするにも受け入れるにも

何回か体験しながら会得する必要を感じた。その他参加

者の2/3は女性でした。女性は元気がありますね・・・

　3月 11日あの日から1年が経とうとしています。何かし

たいそんな気持ちで立ち上げた支援ネットワークきみつも８

ヶ月が経ち、開所当時の避難者支援は毎日が手探りの状態で

反省の日々でした。時間経過と共に支援内容の変化、運営面

の変更、そして長期化する避難生活のメンタルケア等まだま

だ課題がたくさんです。

　いまも必要に応じて物品寄付の支援品での応援や身体での

応援。そして同時に届くあたたかく心のこもった励ましの言

葉は避難してきている方々へ、私達へ頂いています。フット

ワークがよく、柔軟性、なによりも相手を思う気持ちをみな

さんが持っていることが活動を続けられる源です。

　今回の震災で五感では感じられない怖さ、日々と共に薄れ

る緊張感への懸念などありますが、やはり私達は避難してこ

られている皆さんの生活への安心、君津に避難してきてよか

ったと思っていただけたらと、これからも活動を続けて行き

たいと思っています。

　ことばに表すことは難しいですが、避難してこられてきて

いる方々から「災害ボランティアの心構え」を学びました。

　これからも、この経験を今後の活動に生かしていこうと思

います。

　春休みの時間に盲導犬のことを学んでみませんか？

盲導犬の体験や盲導犬とのふれあいタイムも予定して

います。

期　日：3月 28日 ( 水 )
時　間：13：30～ 15：30
会　場：君津市保健福祉センター
　　　　２階コミュニティホール
対象者：・小学生とその保護者
　　　　・中校生、高校生　　　　
　　　　・ボランティア活動に関心のある方
費　用：200円（資料代として）
募集人数：50名
締切り：3月 23日 ( 金 )
申　込：君津市ボランティアセンター
　　　　☎0439-55-0294

受　講　者　募　集

春休みボランティア講座
「盲導犬について学ぼう！！」

　　　被災地へ真心を送る
(手編みのネックウォーマー・マフラー )

千葉県ボランティアの集いに参加して
　　君津市ボランティア連絡協議会　大島　基嗣

　ボランティアグループの『昭和会』が被災地に手編

みのものを送ろうと活動しています。編み物経験のな

い方、久しぶりに編み物をされる方、興味のある方一

緒に集って作りませんか？

　編みあげた物はご寄付ください。ご寄付いただける

毛糸がありましたらご持参ください。

期　日：3月 19日 ( 月 )

開設時間：9：30～ 16：00( 参加時間は自由 )

場　所：君津市保健福祉センター3階

持ち物：編み棒（編み針8号・かぎ針5号）

　　　　毛糸…ネックウォーマーを編む方　1玉

　　　　　　　マフラーを編む方　3玉

主　催：昭和会　※当日お越しください。申込不要

一日を通しての方は、昼食、飲み物は各自で。

『継続性のある支援を…！』
東日本大震災・避難者支援ボランティアネットワークきみつ
　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　齊藤早苗

V 集まれ



捨ては少なくなった。

　そこでゴミステーションを正しく利用していただく

ためにも効果があるのではないかと考え、３年前から

花壇づくりを始めた。冬は葉牡丹とパンジーが植えら

れ、夏はサルビアやマリーゴールドを植えている。

　一年中花で護られたゴミステーションは不法投棄も

なく地域の方々に喜ばれている。

　穏やかな日差しの中、

今日もご夫妻は花の管理

にいそしんでいた。

(き )

バウチャー ( 割引・引換券の意味 ) 制度
　国や自治体などが目的を限定して個人を対象

に補助金を支給する制度。所定の手続きにより

引換券として支給する方式が多い。教育・福祉・

保育等の公的サービスが対象で、

利用者はその中から必要なもの

を選択し引換券を提出してサー

ビスを受けられるシステムです。

〒２９９ー１１５２　君津市久保３丁目１番１号
君津市保健福祉センターふれあい館３階（君津警察署前）
☎０４３９ー５７ー２２５０　　　０４３９ー５４ー２９４１
　mail@kimitsu-shakyo.or.jp

④

編集・発行

社会福祉
法　　人 君津市社会福祉協議会

　君津市民の歌』の２番歌詞に、「古い歴史の周准（すえ）・望
陀（もうだ）」とあります。むかし、君津地域は小糸川流域を
周准、小櫃川流域を望陀と呼んでいました。これらの地名がで
きたのは何時代でしょうか ?

①古墳時代終末～飛鳥時代　　②鎌倉時代　　③江戸時代
　　　（約1,400年前） 　　　（約820年前）　（約400年前）

　答えがわかった方は、住所、氏名、年齢、電話番号、答え、本

誌を読んだ感想を明記し、ハガキ、ファックス、Eメールで下記

へお送りください。正解者の中から抽選で5名の方に赤い羽グッ

ズを差し上げます　　　(応募締め切りは平成24年3月16日）

この広報紙は再生紙を使用し、一部共同募金の配分金によって発行されています。

読者ク
イズ 『君津市民の歌』の歌詞にあ

る地名ができた時代は ?

　日
ひ え

枝神社の正月行事　「湯の花神事」　君津西地区社会福祉協議会
　

⑲　大和田地先の都市公園「花里公園」脇に鎮座するのが大和田日枝神社です。半農半漁の

地でありました当地区は浜に向かう山道中腹に「漁業の神様」として旧日枝神社が祀られ

ておりましたが、昭和 53 年 8 月 20 日土地区画整理事業の 2 期事業として改築遷座された
ものです。毎年お正月の行事としてその境内で実施されるのが通称、「湯立て神事」といわれるものです。湯釜を

中心に、四方に雄竹を立て、しめ縄や紙
し で

垂・御幣で斎場を設け、社殿内での祈年祭の祝詞奏上を終えた神官により、

まず、斎場でのお祓い後、２本の雌竹で３度湯もどしがされます。その雌竹で煮え湯がかき回され、その雌竹を

抜いた瞬間の渦巻く煮え湯の立ち様（湯花）でその年の地域の平安と五穀豊

穣を占います。そして、束ねられた笹葉を湯に浸し、その湯を集まった住民

面々の頭上に振り掛けます。その湯を浴びた方達は、その１年、無病息災を

得ることができるとされているものです。神事が終了すると人々は、先を争っ

て、湯釜の消炭を笹の葉などと一緒に細縄で縛り、家に持ち帰り、玄関・門

の脇に吊るすなどして、厄除け・火防せのまじないとする風習となっており

ます。いま、地域の連帯感が言われている中で、こうした地域の文化に参加

しそれを引き継いで行こうとする人々の理解と協力がある限り、より強固な

“絆”が築けるものと信じます。　　　　文責　君津西地区社協広報事業部会

（平成23年12月1日～平成24年1月31日　順不同　）

・寺本實様　・藤本全道様　・サン・ラポール南

房総入居者一同様　・日本伝統文化国際交流団様

・新君津ベルグリーンカントリー倶楽部勤務員様

匿名1件（はがき・切手）

http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/

活動紹介

善意ありがとうございます

   160 号の解答 　②が正解でした！

　　山中ゆかりさん（尾車 )　　　矢口智美さん（中野）

　　岡村洋一さん ( 君津台）　　　榎本洋子さん（人見）

　　上家久人さん (人見）　に赤い羽根グッズを差し上げます。

　君津市日渡根のゴミステーションに四季折々の花が

植えられ、ゴミを持ち込む方々の心をなごませている。

この花を植え管理しているのは近くにお住まいの溝口

福治さんと由利子さんご夫妻だ。

　溝口さんは道路の散乱ゴミを少なくする対策として

何か出来ないかと日渡根を通過する県道の路肩に５年

前からコスモスと菜の花を植えた。すると確かにゴミ

　 　ゴミステーションを花で飾る

｜溝口ご夫妻 ｜




