
参加のお申し込みは君津市ボランティアセンターまで！
※〆切　平成２５年３月１９日
 ☎０４３９－５５－０２９４　　　０４３９－５５－００９９
　 Volounteer@kimitsu-shakyo.or.jp
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福祉

社会福祉法人  君津市社会福祉協議会広報紙
平成２５年

　２月２１日発行

１６８No.ー「誰もが住みやすい福祉のまちづくり」をめざしてー

（２０１３年）

マスコット

キャラクター

ほのぴー

第１６回　ボランティアの集いを開催します！

　今年のニューイヤーマラソンの６０歳
以上の部で、見事に優勝された木村さ
ん！
　マラソンを始めたきっかけは？の質
問に「40代の頃から、最近お腹がでて
きたなぁ～。健康のため身体を動かそ
う！そう思って最初は散歩を始めたの

ですよ。それで、市の広報で元旦マラソンを知り挑戦
してみようと出場してみたら、それがね、入賞しちゃっ
て『マラソン』を面白いと思ったのです」すこし照れな
がら笑顔の木村さん。（毎年 3位以内をキープしている
そうです。すごいですね）
　「健康っていいもんだなぁ～と思います。風邪も引か
ないなぁ～、医者にかかったのはいつかなぁ～マラソ
ンを続けているおかげかなぁ～」　亀山湖マラソン、館
山若潮マラソン等のいろいろなレースに出場するほど
マラソンが好きになったそうです。フルマラソンのベ
ストタイムは？の質問には、「2時間52分台です」（速
い！）「これからも、どんどんいろんなレースに挑戦し
ます！」話を伺うお人柄からマラソンが本当に好きなの
だと感じました。
　お仕事はＪＲの運転士。現在６４歳。正座の姿勢でピン
と張った背筋でお話ししてくれました。

マラソンで生きがい

木
き む ら

村　豊
と よ は る

治さん（西坂田）

であい

ボランティア活動をしている人もしていない人も色々な人と交流してみませんか？

「であい・ふれあい・ささえあい」
～人生活き生きボランティア～

　あなたが、日頃感じている事、疑問に思ってい

る事など気軽に楽しく語り合いましょう。

　また、基調講演による学習の機会を活用し、今

後のボランティア活動の糧としましょう！

　どなたでも参加できます。

　あなたの参加をお待ちしています。

　高齢社会を迎える中で、より豊かに活
力ある人生を求める人の支援や実現でき
る社会づくりを推進するために、「健康
生きがい」「創造人生」「快適生活」「情
報生活」をキーワードに、新しい概念を
開発して数々の活躍を展開しています。

一　例
１． ボランティアの世相 
２． ボランティア活動のリーダーとは
３． 楽しい活動をするには
４． ボランティア活動を推進するためのヒント等など。

「人生活き生き塾」でホームページを開設しています。

ボランティアの集いって？
　君津市に活動するボランティア個人や団体がそれぞ
れの悩みや活動上の課題などについて話し合います。
意見や情報を交換することで、ボランティア同士のネッ
トワークを広げ、互いに協力し学び合い、たくさんお
しゃべりしながら仲間作りができればと思います。

受　付
開会式
基調講演
講師　生きがい支援システム研究所代表
臼倉　登貴雄氏
テーマ　「ボランティアで人生を豊かに」
グループ発表
懇親会・グループ交流・アトラクション
閉　会　

 ９：００
 ９：３０～１０：００
１０：００～１１：３０

１１：３０～１２：３０
１２：３０～
１４：１５

日　時　　平成２５年３月３１日（日）
場　所　　小糸公民館　講堂（糠田５５番地）
参加費　　５００円（資料代・懇親会代）

基調講演講師紹介
臼倉　登貴雄氏（生きがい支援システム研究所代表）

懇談会のようす
アトラクションの

ようす

「一歩一歩の会」の発表
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表彰状・感謝状顕彰者の方々
◆君津市長感謝状
　日本盆栽協会上総鹿野山支部／有限会社南方工業所

◆君津市社会福祉協議会会長表彰状
　川俣三郎／齊藤はる代／岸光江／南﨑紀子／神谷守／渡邉晴夫／石井武／和田孝子／小林豊／佐藤るり子／尾仲タマ子／髙地慶子
　河野千恵子／齊藤早苗／篠原ノブ子／平野幸江／玉川ミツ子／榎本達彌／宮﨑隆／保坂早知子／野田陽子／齋藤ゆき子／新野明子
　藤井由美子／岩本澄惠／渡部武／服部基吉／伊田善一／緒形つる／芝﨑久子／森静枝／鈴木民夫／加藤せい子／石嵜清子／栗山冨
　士男／室清三／菜の花の会／日本伝統文化国際交流団

◆君津市社会福祉協議会会長感謝状
　寺本實／藤本全道／円如寺桔梗友の会／かずさ音楽振興協会／株式会社おどや／君津市文化協会／君津市民ふれあい祭り実行委員
　会／君津商工会議所女性会君津地区／君津ロータリークラブ／ サン・ラポール南房総入居者一同／日本伝統文化国際交流団

◆千葉県共同募金会会長感謝状（伝達）
　佐藤光一郎／三浦勇／株式会社オアシスグループ／君津市老人クラブ連合会／君津ロータリークラブ

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）並びに
◆千葉県推進委員会委員長賞（県知事賞） 
　ふれあう町づくり　　　　　君津市立小糸小学校　６年　 田村　瞳実

◆千葉県中学校長会長賞 ( 奨励賞 )
　言葉も時には凶器になる　　君津市立亀山中学校　３年　 鈴木　涼太

ふれあいは　心のまどを　開けるかぎ 八重原小学校 6年 宮本　晴貴

私の手　いつか役立て　笑顔咲く 八重原小学校 6年 石井　南帆
ボランティア　僕にもできる　町づくり 南子安小学校 6年 加藤　航祐
差し伸べよう　その手が未来を　造り出す 南子安小学校 6年 所　　翠恋

みとめよう　自分とちがう　人のこと 周西小学校 5年 明田　楓可

ひろげよう　みんなのえがおで　ふくしのわ 周西小学校 5年 田﨑　光聖

つえがわり　ぼくの手をにぎってね　おばあちゃん 大和田小学校 6年 鈴木　龍仁

私の手　みんなのために　つかいたい 大和田小学校 6年 茂田　英恵

助け合い　心は一つ　和の力 坂田小学校 4年 越智　唯斗

やさしさは　心の花咲く　肥料だよ 中小学校 5年 佐久本和夢

「やめよう」と　言える強さは　思いやり 中小学校 5年 関　　春風

つなげよう　ひとりひとりの　おもいやり 小糸小学校 5年 塚越　来実

こんにちは　あいさつしたら　ニコニコだ 秋元小学校 3年 服部　叶夢

ゆずりあい　心と心の　つなぎあい 三島小学校 2年 鈴木　颯真

伝えよう　君の優しさ　その勇気 小櫃小学校 5年 永塚美沙紀

あいさつは　きずなをふかめる　まほうだよ 久留里小学校 5年 都築　莉摘

支え合い　笑顔の花が　今開く 久留里小学校 6年 西廣麻咲紀

支えあう　絆でつなぐ　福祉の輪 松丘小学校 6年 石井　大稀

あいさつで　みんなの心と　手をつなぐ 北子安小学校 4年 刈込　風海

手をかして　はじめてしった　思いやり 北子安小学校 4年 森　万由子

やさしさを　まずは身近な　人たちへ 外箕輪小学校 4年 安西　秀銑

ありがとう　心温まる　キーワード 君津中学校 1年 山口　佑弥

温かい　やさしさ一つで　皆笑顔 君津中学校 2年 北村　翔太

町づくり　人と人との　助け合い 君津中学校 2年 佐久間知輝

しっかりと　福祉でつなごう　この絆 周西中学校 3年 安藤　亜純

深めよう　地域の絆　いつまでも 周南中学校 1年 上田　唯莉

ひろげよう　地域の絆　あいさつで 周南中学校 2年 濵島　瑠風

支え合い　笑顔でつなぐ　絆の輪 周南中学校 3年 藤田　唯花

バリアフリー　みんなが一緒の　よい世界 小糸中学校 1年 久世千寿宝

何気ない　小さな手助け　思いやり 小糸中学校 2年 斉藤　優佳

助け合おう　小さいことから　少しずつ 小糸中学校 2年 長岡　裕哉

支え合い　そして生まれる　心の輪 小糸中学校 3年 加藤　裕典

勇気だし　その手を前に　差し伸べて 清和中学校 2年 遠藤菜織子

お年より　皆で支える　福祉の心 松丘中学校 3年 本吉　彩華

「あいさつ」は　「きずな」深める　魔法の言葉 亀山中学校 1年 榎本　茉紘

思いやり　その手一つが　みんなの笑顔 周西南中学校 2年 吉村　吏紗
ここどうぞ　その一言を　言う勇気 周西南中学校 3年 藤田　省吾

君津市内の小学校、中学校から
1,814 点の応募がありました。

今回は、入賞作品を掲載いたします。
福祉に対する暖かい表現が数多く
審査に大変悩みました。
たくさんのご応募ありがとうござ
いました。

第 41 回君津市社会福祉大会　表彰に輝く方々（敬称略）

福祉の標語コンクール　入賞者作品一覧
◆君津市長賞　　　　　　　　　思いやり　いつも心の　ポケットに　　　　貞元小学校　　5年　鈴木　　塁
◆君津市教育委員会教育長賞　　ボランティア　人を助けて　自分も育つ　　周西南中学校　2年　井元浩太郎
◆君津市社会福祉協議会長賞　　勇気だし　手をさしのべて　助けあい　　　久留里中学校　2年　相川　　遥
◆優秀賞     

ほのぴーは
きみぴょんとお友達になりました！

受賞おめでとうございます。

一生懸命考えた標語を紹介！

特別賞３賞
優秀賞３７点
佳作１７０点
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１０４Ｎｏ.

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

富弘作品に心惹かれて
富弘美術館を囲む会 千葉県君津支部 ｢ 菜の花 ｣

ボランティアお悩み解決Ｑ＆Ａ

交流サロン・カルチャー教室で避難者支援
―カルチャー106を開催―

登録済みの方は、登録更新はがきを必ず返送

下さい。

Ｑ．会社を退職して、家にいる事が多くなり　
　　ました。何かしなければ？と悩んでいます。

Ａ．趣味や特技を活かした
　　活動に参加してみては
　　どうでしょうか？囲碁
　　や将棋の相手・福祉施
　　設でのお手伝い等、特
　　技や趣味、余暇の時間
　　を活かしてできるボランティア活動があり
　　ます。

ボランティア登録更新手続き中

　「広報紙づくり講座」を2月 2日に
開催しました。
　広報制作のポイントは「読者の視
点になって、自分が知りたいことや
興味のあることを選ぶ」「動きのある
写真を使い、その配置を工夫する」「表
紙が命、一番いい記事、写真を一面
に」など。実際に私たちが発行した
広報紙がどのように変わるのか、実
例を交えて講演していただきました。

―広報紙づくりを編集のプロから学ぶ―
読者に伝える喜びを
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、
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講義に引き込まれる参加者

―広報紙づくりを編集のプロから学ぶ―
読者に伝える喜びを

読売新聞東京本社編集局
編成部次長
村上勝則氏

　東日本大震災・被災者支援ネットワークきみ
つでは、平成２３年９月から、市内に避難されて
きた方々を対象に、君津市職員住宅の１室で『支
援センター１０６』を開設しています。現在は、
支援活動の一つとして、『カルチャー１０６（編み
物教室・布草履教室・ディンプルアート等）』を
月２回程度行ってい
ます。
　４月以降は、避難
者の交流、メンタル
ケアを目的に、『カル
チャー１０６』を継続し
ます。ご協力くださる
方、ご連絡ください。 編み物をたのしむ方々

　星野富弘さんの作品に心惹かれ、囲む会 ｢菜
の花 ｣が発足しました。富弘美術館は詩画作品
との出逢いを演出、私たちは詩画作品から ｢生
きることのすばらしさ ｣を与えられます。企画
展では、富弘さんとお会いし、沢山の感動をい
ただきました。皆さんも一緒に活動に参加しま
せんか。

活動内容（今後の予定）
　・平成25年度は、｢鈴の鳴る道 ｣散策
　・健康と福祉のふれあいまつりで
　　カレンダー展示・販売　他
　・富弘作品朗読会の開催 (検討中 )
　・富弘美術館主催のイベントに参加・協力

星野富弘さんは…　
　１９７０年中学校教諭になるが、クラブ活動指導中頸髄を損

傷。手足の自由を失うが、入院中、口に筆をくわえて文や絵

を描き始める。現在も創作活動を継続中。

※｢菜の花｣に関するお問い合わせは、下記まで。

感想を述べる
大島さん

わかりやすい講義で、
良かったです。いま
取り組んでいる行事
のチラシ作りに活か
します！



 

〒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１６７号解答◆Ｑ .福祉協議会のマスコットは？
A　ほのぴーが正解でした。
岡村洋一さん、飯島明彦さん、島田たつさん、重田絹子さん、
岡村武久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１２月１日～平成２５年１月３１日現在）

寺本實様、円如寺桔梗友の会様、サン・ラポール南房総入居者
一同様、株式会社おどや様、君津商工会議所女性会君津地区様、
榎本敏男様、榛澤公進様、泉北部新星谷組様、匿名４件

君津駅にエレベーターは
いくつある？

活動紹介 － 君津市委員会 －

　１９９８年に君津市、２００７年にＪＲ、そ
れぞれが君津駅構内にエレベーターを設
置しました。ホームへの移動が便利にな
り多くの人が利用しています。
そこで問題です！君津駅には現在何台のエレベーターが設
置されているでしょうか？

◆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３月１５
日まで）

　聴導犬とは、耳が不自由な人に物音を
聞き分けて知らせる犬の事です。
　例えば玄関のチャイムや火災報知器の音、赤ちゃん
の泣き声等を聞くと、前足で飼主をかいて音源まで誘
導します。また目覚まし時計が鳴ると、寝ている飼主
の顔をなめて起こすなど、生活をサポートしてくれま
す。聴導犬は耳の不自由な人の耳代わりになるだけで
なく、心を和ませ、精神的な支えにもなってくれます。
　現在日本では１８頭ほどしか活躍していません。平成
15年 10月 1日から身体障害者補助犬法が全面施行
され、認知度も高まっています。（身体障害者補助犬と
は、盲導犬、介助犬、聴導犬を指します。）　　　　

ＮＰＯ法人　聴導犬育成協会より

　私たち君津市委員会は四地区に組織され、木更津・富津・袖ケ浦との四市委員会で協力し合いながら、それぞれの市・
地域のニーズに合致する計画を立案し、事務局と連携を密にして各市のボランティア活動にも協働参加させていただ
いております。
　自分たちの愛する街が、明るい住み易い街であり続けて欲しいと心から願っています。
「ひとりではできない、しかしひとりがはじめなければなにもできない」と位置づけ、みん
なで力を合わせ、平和で明るい社会づくりをめざした活動を行っています。
　一緒に活動をしましょう、お待ちしています。

＜君津市委員会の主な活動＞
①ポスターコンクール（平成２４年度：参加校７４校、応募数１,７１６点＝四市）②「たびだち
の村」奉仕作業（月１回）③君津駅南口清掃作業（７月）④エコキャップ活動（年間）⑤家
庭教育（講演会：年１回・ミニ講座１～２回）⑥太陽の箱募金（年２回）

　僕の通っている南子安小学校は、毎年、様々な行事が行われており、学校へ行くのがとて
も楽しくなる学校です。南子安小学校では、福祉委員会が中心となって、３年前から全校で
エコキャップ運動に取り組んでいます。
　エコキャップ運動とは、ペットボトルのキャップを８６０個集めると、一人分のポリオワク
チンに交換できるという運動です。全校で「地球と子どもの命を救おう」という目標に向かっ
て努力した結果、２０１２年１２月には、１,４１０人分ものワクチンに変えることができました。
　また、全校で挨拶運動にも取り組んでいます。計画委員会を中心に「どうすれば、挨拶でいっ
ぱいの学校になるか」を話し合い、「挨拶ツリー」を実施しています。その結果、南っ子はた
くさん挨拶ができるようになりました。
　これからも、このような努力と良い伝統を引き継ぎ、南子安小学校をさらに良い学校にし
たいと思います。
 ※「挨拶ツリ―」とは、地域の方、家族、先生、友達に自分から挨拶できたかどうかを毎日
学級で調べ、自分から挨拶できた人の人数で計画委員会の作ったツリ―にシール（飾り）を貼っ
ていくものです。各学級 1 つのツリーがあり、教室前に掲示してあります。1 月は「挨拶鏡餅」
に金粉シール、2 月は「挨拶チョコレート」にフルーツシール、3 月は「挨拶の木」に桜の花
びらシールを張っていきます。

明るい社会づくりかずさ委員会

聴導犬

「かずさ委員会」　☎・　　０４３８－２２－７１２７まで問

君津市立南子安小学校
わたしたちの
学校を
紹介します

計画委員　６年　萩
はぎはら

原　樹
いつき

明るい社会づくりかずさ委員会

全校で協力して今年度は
「1,138,206 個」のキャップ
を集めました。


