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『災害時に役立つ技術を学ぼう！』
君津市社会福祉協議会では、避難所支援ボランティア体験学習を去る９月
１６日、１７日の両日、君津市社会福祉センターを会場に、災害時に被災地
や被災者に円滑な支援を行うボランティアの養成を目的として行いました。
第１部は「災害時に役立つ技術」をテーマとして、君津市赤十字奉仕団
の皆さんを講師に避難者の心理状態についての講話や新聞紙を利用したス
リッパ作り、段ボールとビニール袋を利用した足湯など避難所で役立つ技
術を学びました。
第２部は避難所の開設、避難者の受付、食料の配布など役割分担ごとに
行動しました。ここでは、地域の住民や障害をお持ちの方に避難所の体験
をしていただくとともに、避難者役として参加していただきました。市役所危機管理課の職員から実際に避難所で
利用される段ボールのパーテーションやベッド、簡易トイレなどの説明を受けたり第１部で学んだ技術を避難者役
の方に披露するなど復習を兼ねた実践活動を行いました。実際に体験することの大切さを実感しました。
第３部は防災関係のビデオ観賞を行い、東日本大震災の津波の様子などを振り返りました。
「災害」の悲惨さを
痛感するとともに改めて災害時の心構えなどを考える時間となりました。
２日目の朝は非常食の試食などを行いながらの反省会を行いました。参加者の多くから「体験して良かった」と
感想があったほか、県社会福祉協議会の職員からは「このような災害ボランティア学習は初めての試み。是非他市
にも紹介したいと思う。災害支援などのスキルアップ研修を考えたい。
」との意見をいただきました。
「災害時高齢者支援冊子」より

日本赤十字社からの講義を受けて実
際に避難者役の参加者に足湯をして
支援体験をしました。
モデルは山中会長！

資料提供：日本赤十字社

新聞紙や風呂敷で生活に役に立つ
ものが簡単に作れます。
あれこれ思い出しながら、お互い
教え合いながら作りました。
「ちょっとそれ、ちがうわよ」
「あら・・・こっち？」

※お借りしたイラスト

意外と役に立つ新聞紙でのスリッパ！
枚数を重ねれば厚底靴もできる？
タオルケットや毛布でガウンが作れるよ！

日本赤十字社北海道支部
マスコットキャラクター
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平成２３年度福祉標語 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」 小糸小学校６年 石川 怜央
①

きみつ広域後見支援センター（すまいる）を紹介します
君津市社会福祉協議会はきみつ広域後見支援センター（す
まいる）を運営しています。
在宅で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。
（日
常生活自立支援事業といいます。
）

【福祉サービスの利用援助】 を行います

③財産保全サービス

３ 通帳や年金証書をどこに置いたか
忘れてしまうことが多くなりました・・・
例えば…

・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をする時に、
必要なことを一緒に考えながら手続きをします。
・福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、
苦情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。

②財産管理サービス

例えば…

【財産保全サービス】 を行います

例えば…

①福祉サービス利用援助

【財産管理サービス】 を行います
・医療費、税金、公共料金等の支
払いのお手伝いをします。
・あなたの通帳から生活に必要な
お金の払い出しや預け入れの
お手伝いをします。

１ どんな福祉サービスがあるのか
わかりません・・・

利 用 料

２ お金の管理が心配です・・・

・年金証書、預貯金通帳、
不動産権利証書、契約書類
・実印、銀行印
などをお預かりし契約している金融機
関の貸金庫で保管し、必要に応じてお
返しします。

■契約および支援計画の作成までは無料 ■生活保護世帯は無料
１回の支援時間
１時間未満
１時間以上１時間３０分未満

料金
５００円
１, ０００円

支援時の
交通費

１回の往復時間
料金
３０分未満
無料
３０分以上１時間未満
５００円
一律１, ０００円
１時間以上

年 会 費

年間３, ６００円（月額３００円）

※以降、同様に３０分毎に５００円加算

年間３, ０００円（月額２５０円）

問 きみつ広域後見支援センター ０４３９－５５－０４５４

歳末たすけあい募金配分事業のお知らせ
君津市社会福祉協議会では、歳末
たすけあい募金を財源として歳末た
すけあい募金配分事業を実施します。
対象は君津市内の在宅で生活し、
下記に該当する方々です。
①身体障害児・者（身体障害者手帳１・２級程度の重
度身体障害児・者）
②知的障害児・者 ( 療育手帳 Ａ 、Ａの１、Ａの２程度
の重度知的障害児・者）
③精神障害者（精神障害者保健福祉手帳 1 級程度の
重度精神障害者
④寝たきり高齢者（６５歳以上の高齢者で６カ月以上
寝たきりの状態にある方）
⑤両親不在の児童（１８歳未満の両親不在児童）
詳しくは君津市社会福祉協議会、またはお住まいの地
域の民生委員にご相談、お問合わせください。
問 君津市社会福祉協議会 ０４３９－５７－２２５０
問

②

であい

フラ オ ナプア 田熊 敬子さん
（久保）

「アロハ〜のあいさつは、 愛と思いやり
の意味があるのですよ。フラダンスは、歌の
意味と詩の心を踊りで表現して伝えること、
私の生活そのものです。覚えることもたくさ〜んあって、
脳も活性化しますよ。足・腰も鍛えられて心も豊かにし
てくれるのです。
」と、ムームーやハワイアンドレスを着
こなし、花の飾りで髪をきれいにセットし、にこやかに
お話する姿は、実年齢よりも、と
てもお若い印象を受けました。
地域のために何かお手伝いで
きればと、久保水車の会の会員
であり、そして講師でもあり、
敬老会や芸能大会でフラダンス
を披露されています。
恩師である日本フラダンス協
会代表のマリアニーノ先生主催
の京王プラザホテルで行われる
クリスマスパーティではソロで
披露するため今から練習に励ん
でいます。
自宅の教室 de ハイポーズ！

１０２

Ｎｏ.
第 11 回

会員募集

ボランティア と 障害者 との 研修・交流会

初心者大歓迎！

男の料理教室 かぼちゃ会
～ 一緒に料理を作ろう ～

ボランティアと障害者が一堂に会して、講演会および
交流会を実施することにより、活動の担い手となる人材

見かけは悪いが、 中身は美味しい「おじいちゃんの

の育成を図り、ボランティア活動や自立支援に対する意

料理教室」 の卒業生たちが、 もっと腕を上げて何かの

見や理解を深め、君津市におけるボランティア活動のよ

役に立ちたいという同士の会。

り円滑な推進を図ることを目的に実施します。
期 日： 平成２４年１２月１日 ( 土 )
受 付： ９ ：３０
開 会： １０：００
テーマ： 「障がいの疑似体験とかたらい」
内 容： 車いす、アイマスク、白杖等の体験
ユニバーサルトイレの使いかた
会 場： 君津市保健福祉センター ( ふれあい館 )
２階コミュニティーホール
対 象： ボランティアに関心のある方、君津市ボラン
ティアセンター登録ボランティア、君津市在
住、在勤、在学の身体に障害のある方
定 員： １００名
参加費： ５００円（資料代・昼食込）
締 切： １１月２２日 ( 木 )
問・申 君津市社会福祉協議会 ☎０４３９－５７－２２５０
君津市ボランティアセンター ☎０４３９－５５－０２９４

ガイドヘルパーグループ ハンドインハンド
～久留里子供ふれあい教室のお手伝いしました！～
７月２８日 ( 土 ) 久留里小学校の児童２５名と、保護者が
アイマスクをつけ、白杖を持って見えないことを体験しま
した。久留里駅周辺を安全に歩くために、君津市教育委員

みんなで楽しく料理を作ることを通して、 食に対す
る関心を高め、 多くの仲間とおいしい料理を食べて、
喜びを分かち合います。
＝今後の目標＝冷蔵庫の食材をみて、 適切な料理を作
れるようになる
７月の献立：
ウナ重、お吸い物、サラダ他
９月の献立：
中華丼、きゅうりの酢の物、

冬の食卓の定番

とん汁作りに一生懸命です
うどん他
活動日： 毎月第４金曜日１０時～１３時

場

所： 貞元コミュニティーセンター調理室

会

費： １,０００円／月 ( 食材費 )

問・申 ：君津市ボランティアセンター

避難所支援ボランティア体験学習を終えて
今、若者の育成、住民の危機管理意識が大切
今後予想される震災に備えて、若者はこれから４０〜
５０年間の語り部となる貴重な存在なので、防災に関
わることに積極的に参加してもらいたいね。３０代男性

会の計らいで、地域に住む視覚障害の方、ガイドヘルパー、
上総地区社協の協力を得ました。ハンドインハンド代表の
及川さんは、
『参加者は、児童より大人の方が多くてちょっ
とびっくり！久留里の子供たちを、町の大人たちが普段か
ら見守っている様子が伝わってきました。私達のグループ
は子供たち、他のグループとの交流がほとんどないので、
今回の企画への参加はとても良い刺激になりました。
』と

防災訓練の体験は必
要。回数を重ねてい
くことが、減災につ
ながっていくよ。
５０代女性

感想を述べられていました。
参加した方から、アイマスクを着けての歩行の困難さを
知りました。見えないことが、こんな

いざという時に、声をかけあえる関係が必要。希薄にな
る隣近所のお付き合いの見直しをしようよ。 ７０代男性

に怖いことだと分かりました。との声
が聞こえました。
( ガイドも学びました )

※残暑の厳しい中の宿泊で感じたこと、思いをそ
れぞれ 語り合いました。

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
③

活 動 紹 介 「音訳ＣＤを提供」 ー朗読の会「さざなみ」ー
「さざなみ」は昭和６２年に発足し、今年１０月には２５周年を迎えます。２７名の会員で活動しています。君津市の広報
紙をルールに従って音訳・録音しＣＤ「声の広報きみつ」や「声の福祉きみつ」として、登録されている利用者（視覚障
がいの方々）に提供しています。
従来のカセットテープから一般社会の変化に伴い、デジタル化の勉強に研鑽を重ね、昨年か
ら音訳ＣＤのお届けが実現しました。これにより内容の頭出しや早送り、巻き戻しが簡単とな
り、とても便利になりました。
また、
夏の行事として毎年
「１９４５―あの夏を忘れない」
と題した朗読劇を舞台で公演しています。
これは、
「平和の尊さ」と「悲惨な原爆の悲劇を繰り返してはならない」との思いを次世代
録音中の風景
に伝えています。来年も行う予定ですので皆様、ぜひ会場へお越しください。
私達は利用者の方たちからの要望に応えるべく「依頼図書」の取組み、音訳力（読む力）向上のための月例学習会、年
4 回の専門講師による研修会で「聞きやすく正しい音訳」を学び、利用者に信頼される「さざなみ」を目指しています。

君津東地区社会福祉協議会
21
○

心をこめてお弁当を作ってい
ます

君津東地区社会福祉協議会（以下、東地区社協）は、周南中学校区と八重原中学校区をもっ
て組織され、自治会をはじめ、各種団体と連携、協力体制をとりながら、福祉活動を進めて
いる団体です。
東地区社協は４つの委員会で構成されております。
企画委員会は主な行事として、春にはバスハイク。秋には敬老会を実施し、高齢者の皆さん
に楽しんでいただいております。食事サービス委員会は、１人暮らし高齢者と生き生きサロン
の参加者を対象にした毎月１０日と２５日のお弁当づくりを行っております。生き生きサロン
委員会は「明るく。楽しく。にこやかに。
」を活動のテーマとして高齢者サロンの運営に取り
組んでおります。広報委員会は広報「こだま」を７月と１１月の年２回発行しております。
これら、４つの委員会が互いに連携し合いながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目
指して活動しております。

地域発 地区社会福祉協議会の活動紹介シリーズは今
回で終了です。
ご協力ありがとうございました。
次回からは、市内の学校紹介等を計画中です。

おしえて
福祉の

ゴールボール
【goallboll】

視覚障害者対象の球技。バ
レーボールのコートの両端
にゴールを置き、１チーム
３名ずつで鈴の入ったボー
ルを転がし、ゴールに入れ
ると得点になる。競技者は視力の程度にかかわら
ず全く光の入らないゴーグルを着用する。１９８０
年からパラリンピックの正式種目。( 大辞泉より）
ロンドンオリンピックで日本女子チームは金メ
ダルを獲得しました！！

善意ありがとうございます
平成２４年８月１日～９月３０日
新日本製鐵株式会社君津製鐵所てつわ会様、君津市文
化協会様、有限会社マルミスポーツ様、君津市民ふれ
あい祭り実行委員会様、桃華流様、匿名２件
編集・発行
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。

君津市内の
郵便番号の数は？
今年もあと残すところ２か月とちょっとになりました。年の
瀬になると年賀状書きですね。最近は思考を凝らしてパソコン
の年賀状ソフトが増えていますね。あなたは手書き派ですか？
どちらにしろ、届いて嬉しい近状報告などしあうコミュ
ニケーションのひとつですね。
そこで問題です！君津市内の郵便番号の数はいくつある
でしょうか？３つの中から選んでください。
ヒント「へ～・・・結構あるんだな～。
」
①１４０
②８０
③３０
◆応募方法◆住所、氏名、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名の方にクオカードを差
し上げます。
当選者の氏名を次号にて発表します。
( 応募締め切りは１１月１５日まで）
◆第１６５号解答◆
Q. 廣瀬選手が出場する競技の種目は？
A. ①ボッチャが正解でした。
池松伸子さん、佐久間くみさん、髙橋英子さん、西田真喜子さん、
藤村一恵さんにクオカードを差し上げます。

〒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

