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ー「誰もが住みやすい福祉のまちづくり」をめざしてー

福祉
市制４０周年・社会福祉法人化４０周年記念大会特集号

君津市社会福祉大会・特別企画星野富弘 花の詩画展を開催しました。
大会テーマ

式典では５６名、１８団体の方々
が表彰・感謝状の顕彰が行われ、
作文や福祉の標語コンクールの発
表なども行われました。

102 歳 森 さよさんへのインタビュー
のひとコマです。娘さんたちと一緒に登
壇されました。皆さんお元気です！

特

別

企

画

富弘 花の詩画展
わすれないで、Ｈ 24.2星野
.11 〜 2.19 まで実施しました。
ご来場心より御礼申し上げます。
３・１１ 君津で開催されるなんて！の声に
基調講演
～心と心を通わせて～
講演・司会
村松 真貴子氏

来場者５，
３１８人がお越し下さいました。
（ボランティアさん、スタッフ含）

東日本大震災から学ぶ・パネルディスカッション
◎形あるものは失っても～東日本大震災から…明日への決意～
岩手県陸前高田市立気仙中学校 教 諭
黒坂 太一氏
◎支援活動を行った医師の立場から
君津市国保小櫃診療所
所 長
提箸 延幸氏
◎避難者支援ボランティア活動から
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
代 表
平尾 一晴氏
◎行政職員の立場から
君津市危機管理課
副主査
石原
誠氏

君津高等学校書道部

書の展示

星野富弘さんの生い立ちから始まるビ
デオは、事故後の入院生活や絵画を始め
たきっかけなどが作品を鑑賞するための
プロローグとして始まり、皆さん一人ひ
とり一生懸命に見ていました。
何度も何度も繰り返し見たり、涙する
方もおられました。 お気に入りの作品、
心の支えになる作品、手元に残したい作
品があったと思います。

式典終了後は貞元小・南子安小・北子安小・外箕輪小・八重原小・
君津中学校の特別支援学級に在籍する皆さんや、少年少女合唱団・
消防団・明治安田生命労働組合の地域貢献活動の発表も行いまし
た。復興支援販売、模擬店やバザーで、君津商工会議所や福祉作
業所等の出店もあり、にぎやかに場を広げました。
①

読み手のみなさんが心をこめて、読み上げて
会場と一体となり星野富弘の世界に入っていった朗読会でした。
第１回 「鈴の鳴る道」２月１１日（土）
周南小学校、糟谷咲／波岡小学校、佐藤快／八重原小学校、丸子佳乃／
千葉国際中学校、肱岡紗弓／学生、延平和樹／朗読ひろば、大森蓮子・
髙橋恵美子・四宮富江・早川令子・八田厚子
第２回 「速さのちがう時計」２月１５日（水 )
周南小学校教諭、伊藤幸江・渡邉沙織／周南小学校、柳川剛一郎・坂尾
晃生・伊藤海登・田所龍也・吉長俊也・石川恵美・田母神力哉／君津特
別支援学校、佐藤実紗／実紗の母、佐藤美津子／朗読者、森綾子・宮内
久大・秋穂武子／朗読ひろば、大森蓮子・早川令子・四宮富江
第３回「あなたの手のひら」２月１９日（日）
南子安小学校、田中貢成・田中將大／小学校読み聞かせグループ、 長
谷川はる子・川崎敬子／一般応募、光井キミエ／朗読の会「さざなみ」、
柏文子・小池幸恵・内山記美代／朗読ひろば、髙橋恵美子・八田厚子
第４回「種まきもせず」 ２月１９日（日）
外箕輪小学校、岸綾萌／周西小学校、白井結菜／
音楽：八田厚子
君津中学校、鈴木朋音／一般応募、袖ケ浦市・村
一山三佐子
ピアノ：助森有利子
上まゆみ、君津市・木戸出潤子、鈴木礼子／君津
スライド：大森政男
特別支援学校教員、関野舞／朗読の会「さざなみ」、
竹内照男
一山三佐子・太田乃里恵／朗読ひろば、大森蓮子
照明：末政次男

きみぴょん
も一票

みなさん
よろしく
おねがいします！

「星野富弘 花の詩画展」朗読会

義人さん

88 歳と 1 歳のひ孫の対談です。「オマエサンの
言ってることがおばあちゃんにはさっぱりわかり
ませんヨ」。笑いに包まれた夏の日のひとコマです。
【審査員から一言】二人の向きあった笑顔を見ると
思わず写真から声が聞こえてきそうです

【特別賞】
滝口 伸一さん
佐藤真由美さん
増田 雄一さん
斉藤まき子さん
久留里中学校

『命 を 見 守 る』
小笠原

【最優秀賞】『珍客を迎えて』 齊藤 義弘さん

隆士さん

【優秀賞】

『土 に 生 き る』
山田

４０周年記念特集
みんなの写真展 入賞作品

愛称決定！
この最優秀賞作品には、名前
がついていなかったため応募い
ただいた優秀賞・佳作作品等の
中から、6 つの候補を選んで社
会福祉大会の来場者に投票して
いただいた結果、127 票中 50
票の最多得票を得た北子安小学
た から
校 4 年生、鈴木汰空くんの「ほ
のぴー」の愛称を採用させてい
ただきました。

ビデオ：東谷章

第４０回君津福祉大会委員名簿（詩画展スタッフ兼）
企画運営委員長、渡邉護／副委員長、齋藤はるゑ／委員、大野睦・
庄司準・田中孝一・鈴木高大・井川秀雄・芦刈馨・
松尾昌代・本間勝行・花澤文典／理事、栗山冨士男・
ありがとう
齊藤順也／保健福祉部、榎本弘
ございました。
星野富弘花の詩画展作業チームスタッフ名簿
大森蓮子・佐藤利則・小林太郎・布施慶子・
在原純・野田陽子／理事、久保百合子
②

９９

Ｎｏ.
『私の星野富弘』朗読ひろば代表大森蓮子

「星野富弘 花の詩画展」ボランティア
ご協力ありがとうございました。

一人一人の小さな力が集まって成功裡に終わり、
「星野富弘 花の詩画展」（２／１１～１９）
嬉しく思います。
活動者 214 名、
「私の小さな力」は、４回の朗読会の企画公演でした。
延
べ 598 名 の ボ
『障害をお持ちの方を含むいろんな方に参加して欲
ランティアさんの
しい・４冊の詩画集を朗読したい・スライド・音楽・
協力をえて、無事
ビデオ撮影・朗読者の確保・読みの振り分け・朗読
に展覧会を終える
指導等』企画指導者として、とても大変でした。
ことができました。
小学生の参加に伴っては、小学校にも何回か足を
交流・反省会で
運んだりしました。
は
38 名 の 参 加 者 ▲ボランティア事前打合わせ
富弘作品は、誰もが思いを込めて読むことのでき
の方から、活動のご意見、作品の感想等の声をたく
るものばかりです。
さん聞かせていただきました。
4 日間の公演は大成功だと自負しています。
とくに２日目の障害児たちの朗読は、一つ一つ読
― 寄せられたご意見の一部をご紹介いたします。―
み終えるたびに、私の心の中で ｢ ヨーシ！！｣「オー
＊楽しく参加でき、新たな出会いがありました。
100 点満点」と叫んでいました。
＊準備、連絡、報告の不十分を感じた。
そして、自分自身にも「100 点」とつけてしまい
＊寒い中、駐車場係のボランティアさんには、
ました。
頭が下がります。
小さなたくさんの力を込めた朗読会で、「富弘展」
＊星野氏の作品に触れて生きる意味、力が湧いてき
に参加できたこと本当に嬉しく感謝に堪えません。
ました。その作品の中での活動は、大変うれしかっ
すべての人にありがとうと言わせてください。
たです。
そしてこのような機会を与えてくださったことに
＊保育室の用意があったら、小さなお子さんのいる
感謝いたします。
方の来館もふえたと思う。

ファーの女性用マフラーを預かっています。
お心当たりの方は、ご連絡ください。

『第１５回君津市ボランティアの集い』

▲ 2 月 11 日「鈴の鳴る道」朗読

3 月 4 日八重原公民館にて行われました。

ボランティア はじめませんか…！
ボランティア活動をはじめてみたい方は、君津
市ボランティアセンターに登録してください。
登録すると、ボランティア活動の紹介、ボラン
ティア情報が受けられます。
活動中のアクシデントに対応する、｢ ボランティ
ア活動保険 ｣ の加入もあります。
詳細はお問い合わせください。

165 名 の 参 加 者 が 集 い、 市 原 市
災害ボランティアネットワーク事務
局長、白尾克伸氏の「東日本大震災
から学ぶ・われわれの防災対策は？」
の基調講演から、今一番大切なこと
は「自助」「共助」「備え」「心構え」を学びました。
実行委員長、木地山勝氏を先導に、実行委員の方々、
ボランティアの集結によって今年度も盛会に行われ
ました。

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
－１－１ 君津市保健福祉センターふれあい館３階
君津市ボランティアセンター 君津市久保３
☎０４３９ー５５ー０２９４
０４３９ー５５ー００９９
開設時間

収集物案内

９：００ ～１７：００

volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

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。
③

平成２４年度「日帰りバスハイク」参加者募集
君津市社会福祉協議会と日帰りバスハイク実行委員会では市内の障害児者とご家族、ひ
とり親家庭の方々を対象に「日帰りバスハイク」を実施します。介助が必要な方にはボラン
ティアさんのお手伝いも可能ですのでご相談ください。
行き先：八景島シーパラダイス （３つの水族館の見学・自由行動 ２００名募集）
日 時：平成２４年６月９日
（土）雨天実施
参加費：中学生以上 ２，
０００円（水族館券・ミールクーポン食事券１，
０００円分付）
幼児（４歳以上）・小学生 １，
０００円（水族館券ミールクーポン食事券５００円付）
※４歳未満で座席を使用する幼児につきましても１，
０００円が必要です。
申込締切：５月１８日（金）定員になり次第締め切ります
申込方法：電話またはファックスにて申し込んでください。
君津市社会福祉協議会 ☎０４３９－５７－２２５０
０４３９－５４－２９４１

「一人ぼっちを作らない～小糸地区社会福祉協議会活動～」
⑳ 地域福祉活動計画推進 1 年目の小糸地区（小糸中学校区）では現在、何をすれば閉じこもりを

なくし、一人ぼっちを作らない事が出来るか一生懸命に調査活動をしています。
昨年は市制 40 周年記念事業である敬老会を盛大に実施出来ました。
参加いただいた皆様にお礼申し上げます。
昨年は震災による計画停電の影響で中止となりましたが、平成 8 年より実施していますミニ敬老会（バスハイク）
を３月９日に総勢 68 名で館山にて、楽しい一日を過ごすことが出来まし
た。また、3 月 14 日には夫婦合わせて 150 歳のおしどり夫婦 13 組をお祝
いいたしました。プレゼントのバラの花をお渡しする際に、皆様の元気な姿と、
喜びの笑顔がとっても素敵でした。いつまでも仲良く元気に過ごしていただ
きたいと思います。これからも小糸地区社会福祉協議会は、地域住民の社会
参加を進めるとともに、社会的な孤立感の解消となる活動を推進いたします。
皆様の活動参加を宜しくお願いいたします。
（文責 小糸社協
５月１２日は
四塚辰明）
おしえて

「民生委員・児童委員の日」

福祉の

５月１２日は、この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・児童委員は
民生委員法、児童福祉法に基づく地域のボラ
ンティアとして、住民の皆さんの生活上の相
談に応じ、必要な援助を行っています。子どもや子育ての
相談・援助を専門に担当する主任児童委員も設置されてい
ます。守秘義務に則って相談内容の秘密は固く守り、個人
情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。
福祉に関する悩みや心配事など生活の中でお困りのことが
ありましたら、お気軽にご相談ください。

日 時：平成２４年５月２６日
（土）
１０：００～１２：００（受付９：３０から）
場 所：君津市保健福祉センター２Ｆコミュニティーホール
内 容：ストーマケア講習会、装具展示説明会
災害に備えたストーマ・ケア（実技あり）
他
参加費：無 料 先着１００名
締 切：５月１３日
（金）
☎0439 - 57 - 2250 または
0439 - 54 - 2941
君津市社会福祉協議会までお申し込みください。

社会福祉
法
人

君津市社会福祉協議会

http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/
④

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。

君津市の昨年の救急件数は
何件でしょうか？
全国の救急出動は増加傾向にあり、君津市におい
ても例外ではありません。その増加の原因の一つに
タクシー代わりに救急車を呼ぶ
というケースが
ありますが、君津市の平成２３年中は何件の救急車
の出動があったのでしょうか？（消防本部総務部調べ）
①約 3,500 件 ②約 4,000 件 ③約 4,500 件

第６回君津地域ストーマ講習会

編集・発行

▲夫婦合わせて 150 歳の
おしどり夫婦をお祝いしました。

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赤い
羽根グッズを差し上げます。
（応募締切は５月１８日）

◆１６２号解答◆
問）周准（すえ）・望陀（もうだ）の地名ができた
のは？ ①古墳時代が正解でした。
鈴木裕美さん、田中厚志さんに赤い羽根グッズを
差し上げます。

〒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

