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　１２月２０日発行

１６７No.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）

　今年度の大会は、福祉関係者と市民が一堂に会し、社会福

祉向上のためにご尽力された方々を顕彰し功績をたたえると

ともに、「無縁社会」から「きずな社会」への転換を市民参加

で考え、互いに支えあう中で、いきいきと生活できる福祉の

まちづくりを進めていくことを目的として開催します。

　小中学生による作文、標語の発表や落語を交えた記念講演

も予定しております。

　ご家族、ご近所お誘いあわせのうえお越しください。

　皆様のご来場を心よりお待ちしています。（入場無料です。）

マスコット

キャラクター

ほのぴー

大会テーマ　地域のつながり「きずな」　福祉のまち、元気なきみつをめざして

第４１回　君津市社会福祉大会を開催します！

昨年の君津市社会福祉大会表彰のようす

開 催 日 　平成２５年１月１９日（土）　

開催場所　君津市民文化ホール　中ホール

福祉の標語コンクール

（応募総数　１,８１４点　

優秀賞４０点うち特別賞３点）

受　付
式典・表彰

発　表    　
　  
    
 
  　　
記念講演
閉　会　　

　８：３０～９ ：１５
　９：１５～１０：０５  
　・社会福祉功労者の顕彰
　・作文コンテスト入賞者の表彰等
１０：０５～１０：４５
　・第６２回社会を明るくする運動作文コンテスト
　　全国連合小学校長会会長賞（優秀賞）受賞作品の朗読
　・君津市内小中学生による「福祉の標語コンクール」優秀作品の発表
　・地域で取り組んでいる地域福祉活動（小櫃地区社会福祉協議会）
１１：００～１２：３０　忘れていませんか？「近所力」　三遊亭らん丈氏
１２：３５

◆８：３０～１３：００まで福祉施設関係者による展示販売を行います◆

　世の中決して楽しいことばかりではありません、毎

日暗いニュースばかりです。

　でも、人は笑いというすばらしい武器があります。

いやなことも“芸人に下手も上手もなかりけり、行く

先々の水に合わねば”という金言を地でいくのがらん

丈氏です。

　社会の現象を皆様方にわかりやすく、これからは、

自分たちのことは自分たちで解決する「近所力」を高

めることが重要であると笑いを交えながら講演と落語

で語ります。

　地域のこと、今一度振り返ってみませんか？

記念講演 忘れていませんか？「近所力」

◆経歴◆

１９５９年　東京都町田市生まれ
１９８１年　立教大学文学部卒業
１９８１年　三遊亭円丈氏に入門
１９９６年　真打昇進
２００２年　立教大学経済学部卒業
２００５年　早稲田大学学士入学
２００６年　町田市議会議員選挙初当選

三遊亭　らん丈氏
（落語家／町田市議会議員）

１１：００～１２：３０

第４１回　君津市社会福祉大会を開催します！



　

　

　平成１５年５月に君津市生き

がいセンターが出来て以来、

１０年も休むことなくずっと体

操を続けている玉野さん。

　５年前から始めた山登り

サークルにも参加し、小柄な

身体で立山、白馬などの登山

もがんばっています。体操のおかげで疲れも残らな

くなり、風邪も引かなくなったとのこと。

　君津市に来てもう４０数年、月日の流れはあっと

いう間、君津駅 (当時は周西駅）に降り立った時「こ

んなお店もない田舎に来て・・・」と両親を心配さ

せたことが夢のよう。福島県いわき市の海の近くに

育ち、真黒になって遊んだ子どもの頃、「今思うと

元気な身体を頂いた両親に感謝ですよ」と素敵な笑

顔で語り、「健康増進体操は元気の源よ、体操の先

生のおかげ！もっともっと前進したい。山登りも続

けます！」

　ニコニコと抱負を語るお姿は、年齢を感じさせな

い程お若く見受けられ、とても輝いていました。

　いつまでもお元気でいて下さい。

②

情報伝言板情報伝言板

住民参加型福祉サービス
あんしん事業協力会員を募集します

君津市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所の介護支援専門員
（ケアマネージャー）を募集します

平成２４年度市民講座

「見つめよう、あなたのとなりの
民生委員・児童委員」

健康体操は元気の源

玉
た ま の

野　省
せ い こ

子さん（糠田）

であい

　マスコットキャラクター「ほのぴー」は、君津

市社会福祉協議会法人化４０周年を記念してデザ

インを募集し、市内在住・在学・在勤の方より応

募のあった２３４作品の中から決定しました。

　君津市の清らかな美しい水をモチーフに、首の

周りには君津市の木「キャラ」の葉っぱがついて

いて、首の鈴としっぽは「キャラ」の実でできて

います。

　腰についたハートのポケットに、『思いやりの

心』と『ささえあいの気持ち』をたくさんつめこ

んで、君津のまちに幸せを届けます。

地域住民に最も近い相談者である民生委員・児童委員、

主任児童委員について講演します。

興味のある方はぜひご参加ください。

社会福祉法人

君津市社会福祉協議会

マスコットキャラクター

ほのぴーほのぴー

高齢者や障害をお持ちの方、子育て
中の方が日常生活で困った時に家事
等のサービスを提供してくださる方
（協力会員）を募集しています。

★活動内容　掃除・洗濯・買い物等の日常的なお手伝い

★活動時間　おおむね午前７時から午後６時まで

★活動報酬　１時間７００円から

年齢、性別、資格の有無は問いません。

　 君津市社会福祉協議会　☎０４３９－５７－２２５０

募集人員　常勤嘱託職員２名

　　　　　※詳細についてはお問合わせください

資　格　　介護支援専門員資格をお持ちの方

　　　　　要自動車普通免許

応　募　　電話連絡の上履歴書をご持参ください

締　切　　平成２５年１月１５日まで

　 君津市社会福祉協議会

☎０４３９－５７－２２５０

問

問

日　時

　
会　場

対　象

講　師

申込期限

主　催

平成２５年１月１８日 ( 金 )
午後１時３０分～午後３時３０分

袖ケ浦市民会館（袖ケ浦市坂戸市場１５６６）

県内住民

合同会社　泉惠造研修企画工房
代表社員　泉

いずみ

　惠
け い ぞ う

造氏

平成２５年１月１５日 ( 火 )

千葉県・㈶千葉県民生委員児童委員協議会

問・申

☎ ０４３－２４６－６０１１　　　０４３－２４８－００８４

千葉県民生委員児童委員協議会

の紹介



収集活動のご協力ありがとうございます。

今年は、２５０名の方が収集物を届けてくださいま
した。（１１月３０日現在）

　　使用済切手は婦人更生施設の運営資金
　　プルタブは売却代金で、車いす購入資金
　　はがきはボランティア情報のための通信
　　使用済みカードはボランティア活動資金

などに役立っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

③

１０３Ｎｏ.

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・使用済みカード収集物案内

問・申

　君津点訳の会が、平成２４年１０月６日に開催
された千葉県視覚障害者福祉大会において、千
葉県視覚障害者福祉協会より感謝状を授与され
ました。おめでとうございます。
　平成９年３月に『君津点訳勉強の会』として
設立し、平成１７年５月に『君津点訳の会』にグ
ループ名を改めました。現在１２名の会員が視覚
に障害のある方に情報提供を行っています。
　主な活動は図書の点訳、選挙時の候補者氏名
の点訳などで、今までに
君津中央図書館に点訳図
書９１冊（３４０巻）が寄
贈されています。
　今後も視覚障害者の支
援活動にご活躍を期待し
ております。

　近年、インターネットでの情報の発信や取得が
普及しつつある中でも、情報を地域住民に伝える
ためには、広報紙の活用は重要です。
　「読まれる広報紙づくり」に向けて講座を開催
いたします。

【特に依頼の多い活動】

定期的な活動…ごみ出しなど

介助・同行支援…運動会での競技の介助、

　コンサートの介助、模擬店の手伝い

保育支援…幼児、低学年の保育

　（障害、健常児）

レクリエーション支援…行事の

　時のゲームなど、一緒に楽しむ。

参加者募集
スキルアップ研修
広報紙づくり講座

期　日

会　場

内　容

講　師

参加費

定　員

対象者

申込締切

君津市ボランティアセンター

地域視覚障害者への福祉増進に協力

ふれあい館で会員の皆さんと

『誰もが参加できるボランティア活動』です
収　集　活　動　は

被災地に真心を届ける
ボランティアグループ　昭和会

　みなさんのご厚意により、たくさんの毛糸が集
まりました。心よりお礼申し上げます。
　ご寄付は一時休止とさせて頂きます。今後毛糸が
必要なときは、紙面にてお知らせさせて頂きます。
　編み物の集いは、毎月第３土曜日
に９時から１６時まできみつ偕楽園で
行っております。

スキルアップ研修
広報紙づくり講座

　ボランティアに関心があるかた、

ボランティア活動にご協力を！

平成２５年２月２日（土）１３：３０～１５：３０

君津市保健福祉センター
２階コミュニティホール

講義　「広報紙づくりの基本」

読売新聞東京本社事業局

７００円（資料代）

５０名（先着順）

広報紙の編集に興味があり、学習意欲
のある方・市内在住、在学、在勤でボ
ランティア活動に関心のある方・広報
紙編集に携わっている方。

平成２５年１月２５日（金）

若者集まれ！ボランティアだより①ボランティアだより①

比較的長時間の活動でも、協力できる方、体力

に自信のある方、若い方の支援を求めています。



 

〒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

④

編集・発行

社会福祉
法　　人君津市社会福祉協議会

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。

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

おしえて
福祉の

◆第１６６号解答◆ Q. 君津市内の郵便番号はいくつ？
A.①１４０が正解でした。
宮崎愛子さん、山本百合子さん、吉田けい子さん、安部
雅子さん、渡辺駿太さんにクオカードを差し上げます。

善意ありがとうございます
平成２４年１０月１日～１１月３０日

昭和会様、毛糸玉サークル様、海の合唱団様、藤本全

道様、かずさ音楽振興協会様（車いす）、匿名２件　

君津市社会福祉協議会
マスコットキャラクターの名前は？

活動紹介

４月には八重原公民館から続く
桜並木が見事ですよ。

ー「君津すずらん」ー

　君津市のマスコットは、「きみぴょん」ですね。

　君津市社会福祉協議会もマスコットが生まれました。

このマスコットの名前はなんでしょうか？

　　　　　　「○○ぴー」

○○に当てはまる文字を考えて下さい！

◆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１月１５日まで）

ボランティアをしたい人（団体）と

ボランティアの活動を求めている人

（団体等）を紹介したり、つなぐ調

整を行っています。

　活動をしているボランティア団体、個人の活動

のお手伝いやこれから活動を始めたい人たちをサ

ポートします。

活動場所の提供や各種養成講座・講演会を通した

啓発活動、広報誌などによる情報提供をおこなっ

ています。

　「君津すずらん」は平成２０年に発足し、会員１５名で活動しています。また君津市ボランティア連絡協議会

の運営委員４名（田中、今井、橋本、堀谷）を中心に老人施設への演芸訪問、敬老会や成人式、地域フェスタ、

市のイベント等様々な福祉事業を中心に活動しています。

　また、公民館活動におけるハーモニカや生け花等の講師や歌声喫茶などの要望にも対応しています。

 ギター・ハーモニカ・日舞・ハワイアン・ピアノ・リトミック・コーラス・演歌

など一人ひとりが離合集散で活動し昨年度は８４回の出動で延べ２６７人が活躍しま

した！

　特にハーモニカとギターによる「歌声ひろば」は４市を超える範囲となりました。

　歌声溢れる元気なまちつくりを目指して、笑顔とすずらんの花を一杯咲かせてい

きたいと思っています。

　一緒に活動して下さる方！お待ちしています。（堀谷澄子）

　僕が通っている八重原小学校は、毎朝主に高学年の人たちで、ボランティア清掃を

行っています。また、１年生から６年生までのほぼ全校児童が、毎朝明るいあいさつ

をしてくれるので、気持ちよく一日をスタートすることができます。

　八重原小学校には、親子活動という親と子どもが授業を一緒に体験する活動があります。

　昨年度は、その親子活動の一環として、車いす体験やアイマスクをつけての歩行体

験など、障がいを持っている方の立場に立った学習をしました。

　体験を通して感じたことは、ふだん当たり前のようにやっている行動が、障がいを

持っている方にとっては全然当り前ではないことを痛感しました。

　これからは、自分が福祉に興味を持つだけではなく、学校全体が福祉に興味・関心を持っ

てほしいと思います。そして、障がいを持っている方たちの立場に立った行動を当然のよ

うにできたらすばらしいと思います。

笑顔と元気をお届けします！

ボランティアセンター

「すずらん事務局」堀谷澄子まで　☎・　　０４３９－５２－７０１７問 歌のレパートリーは盛り沢山

君津市立八重原小学校
わたしたちの
学校を
紹介します

児童会長　６年　宮
みやもと

本晴
は る き

貴


