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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

　４月１８日発行

１６９No.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

― いつまでも住み続けたい　支え合いのまち　きみつ ―― いつまでも住み続けたい　支え合いのまち　きみつ ―
　君津市における地域福祉活動は、平成 21年に君津市が策定した行政計画「君津市地域福祉計画」と平成
23年に君津市社会福祉協議会が策定した住民行動計画「君津市地域福祉活動計画」を車の両輪という関係で
推進しており、両計画とも平成25年度までを推進期間としています。
　平成26年度からの第２次計画の策定にあたり、現在の目標の見直しをしながら地域住民の意見を反映させ
ることを目的として地区懇談会を８地区で開催し、なお、第２次計画では両計画を一本化して策定する予定に

しています。

住民一人ひとり
自　助

地 域
共　助

行 政
公　助

住民・地域・行政　
対等に協力しあう時代へ

が

あいさつ運動をしていても、あいさつを返
してくれない人もいます。気軽にあいさつ
できる社会になるといいですね。

結局はやる気が大切。目標を立てて
出来ることをやるしかない。

世の中ほんと高齢化がすすんでいるね。
子どもも少なくなって子ども会のラジオ体操も
なくなって淋しい。

いろいろ支援活動をすすめたくても
「個人情報の壁」があってね。

ささえあいのまちづくりの
ためには、色々な団体が
連携していかないとね。
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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 協力会員募集

　読者モニターの依頼期間が３月３１日で満了となり、新たな意見を取り入れるために、新規の読者モニター
を募集します。

　昭和５２年に民生委員制度創設６０周年を期してこ

の日を「民生委員・児童委員の日」とすることとし

ました。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。

　社会福祉協議会で

は市民の参加とご協

力により高齢者や子

育て中の方などが日

常生活で困った時に

住民相互の助け合い

事業を行っていま

す。

　ボランティア精神に基づいた担い手（協力会

員）を募集しています。

　君津市社会福祉協議会では、市内在住の障害児者と同居のご家族、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。多くの参加をお待ちしています。

期　日

行き先

定　員

参加費

申込期間

平成２５年６月２３日 ( 日 )　雨天実施

東武動物公園と菖浦町ラベンダー畑
（天候等により、内容が変更になる場合があります）

２００名（定員になり次第〆切ります）

中学生以上１,５００円　小学生１,０００円（食事付）　幼児無料（食事なし）

5 月 7 日（火）～ 5 月２４日（金）までに、電話又はファックスにてお申込ください。

問・申 ☎０４３９（５７）２２５０　　　０４３９（５４）２９４１君津市社会福祉協議会

問・申 ☎０４３９（５７）２２５０君津市社会福祉協議会

※乗車場所・時間については、後日参加者にお知らせいたします。

※君津市内出発は午前８時００分頃、帰着は午後６時頃を予定しています。

※介助や見守り等でボランティアが必要な方はボランティアセンターまでご相談下さい。

　君津市ボランティアセンター　☎０４３９（５５）０２９４

障害児者ひとり親家庭合同

日帰りバスハイク
障害児者ひとり親家庭合同

日帰りバスハイク

内　　容　福祉協議会が発行する広報「福祉きみつ」について各号発行ごとに紙面レイアウ
　　　　　トや、内容についての簡単なアンケートにお答えいただきます。

依頼期間　平成２５年６月１日から平成２６年５月３１日まで

募集人員　１０名程度（小学生以上）

読 者 モ ニ タ ー 募 集

５月１２日は
「民生委員・児童委員の日」です

活動内容

活動時間

協力配分金

掃除・洗濯・買い物等の
日常的なお手伝い

おおむね午前７時から午後６時まで

１時間７００円より

年齢、性別、資格の有無は問いません。

[ 民生委員・児童委員のマーク ]

幸せのめばえをしめす四葉のクロー

バーをバックに、民生委員の「み」の

文字と児童委員をしめす双葉を組み合

わせ、平和のシンボルの鳩をかたどっ

て、愛情と奉仕をあらわしています。

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
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　平成２５年3月２６日、君津市保健福祉センターにおいて評議員会を開催し、平成２５年度事業計画ならびに
予算が承認されました。本会では、下記の事業計画のもと、さまざまな活動に取り組みます。

　君津市にお住まいの皆さまとともにより良い地域つくりを進めてまいりたいと思いますのでどうぞよろしく

お願いします。

　君津市社会福祉協議会は、社会福祉法の規定により地域福祉を推進する中核的な団体として、君津市におい

て「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を推進することをその使命としています。

　東日本大震災を契機に地域の「絆」が再認識されてきていますが、地域社会での住民同士のつながりは希薄

化しており、福祉ニーズは複雑・多様化しています。そのような中で、地域でお互いに支えあうことが求めら

れており、「住民主体」と「住民参加」を中軸とし、住民の立場に立って地域福祉事業の推進をしていきます。

　また、本年度は君津市地域福祉活動計画の最終年にあたり、計画推進状況のまとめとともに、君津市との連

携を深めながら次期の地域福祉活動計画の策定を行います。

①法人の運営
　組織の運営（理事会・評議員会・監査）、組織体制の強化、君津市地域福祉活動計画の推進、運営財源の拡充（社
　会福祉協議会会費、福祉チャリティーイベント、共同募金運動）

②社会福祉事業の企画及び実施
　卒寿（90 歳）記念事業、障害児者・ひとり親家庭日帰りバスハイク、児童危険防止事業、社会福祉大会、　
　住民懇談会、健康と福祉のふれあいまつり、福祉機器の貸出、災害見舞事業

③社会福祉事業に関する調査研究、広報啓発
　広報紙「福祉きみつ」の発行、ホームページ「福祉きみつ」による情報提供、福祉ニーズ把握のための調査 ･ 研究、
　法人パンフレットの製作、マスコットキャラクター「ほのぴー」の活用

④社会福祉施設の管理運営（指定管理施設の受託）
　君津市社会福祉センター「きみつ偕楽園」、君津市福祉作業所「ふたば園」     
　「ミツバ園」、君津市地域福祉推進センター「ゆうゆう館」の管理運営

①地区社会福祉協議会活動の推進
　地区社協活動の基盤整備、市社協と地区社協の連携・協働体制強化
　（役員研修会・連絡会議の開催）
　地域福祉人材の育成
　コミュニティーソーシャルワーカーの養成

②社会福祉関係団体の援助育成
　社会福祉関係団体の運営事務、社会福祉関係団体および行政との懇談会、社会福祉施設・団体助成事業

③ボランティア活動・福祉教育の推進
　君津市ボランティアセンターの運営、ボランティアセンター啓発事業、災害時の支援体制の研究、ボランティ
　ア入門講座・専門講座の開催、君津市ボランティアの集いの開催、ボランティアと障害者との研修・交流会
　の開催、ボランティア懇談会の開催、福祉体験出前講座の実施、福祉教育推進校への支援、福祉標語コンクー
　ル等の実施（学校や地域との協働で募集）

社会福祉法人君津市社会福祉協議会

平成２５年度　事業計画・予算

【基 本 方 針】

【事 業 体 系 と 主 な 事 業 内 容】

地域福祉活動推進部門（地域福祉推進）

法人運営部門（総務企画・施設管理）
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科　目 予算額 説　明

法人運営事業 103,259 法人組織の運営事務費

企画・広報事業 5,945 福祉イベント・広報啓発事業費

地区社協活動推進事業 6,845 地区社会福祉協議会事業費

共同募金配分事業 14,522 共同募金配分金による福祉事業費

市社会福祉委託事業 14,155 社会福祉団体の事務委託費

社会福祉センター運営事業 11,598 社会福祉センター管理運営

福祉作業所ふたば園運営事業 15,181 福祉作業所ふたば園管理運営

福祉作業所ミツバ園運営事業 15,855 福祉作業所ミツバ園管理運営

あんしん事業 6,367 住民参加型在宅福祉サービス事業

ボランティア活動推進事業 1,316 ボランティア活動・福祉教育推進事業

日常生活自立支援事業 8,261 広域後見支援センター運営事業

生活福祉資金貸付事業 9,279 生活福祉資金貸付事業

ふれあい資金貸付事業 3,270 ふれあい資金貸付事業

ふれあい相談事業 1,364 ふれあい相談事業

訪問介護事業 41,450 訪問介護（ホームヘルパー）事業

居宅介護支援事業 29,932 ケアプランの作成等居宅介護支援事業

地域福祉推進センター運営事業 2,104 地域福祉推進センター管理運営

合　計 290,703 

（収入の部）

予算総額　２億９０７０万３０００円

①日常生活自立支援事業
　きみつ広域後見支援センター「すまいる」の運営、日常生活自立支援事業の実施（高齢者や障害者で判断
　能力の不十分な方が、在宅で安心して生活できるよう、福祉サービスの利用援助や財産管理・保全を実施）

②福祉資金貸付事業
　生活福祉資金の相談・貸付、高齢者及び重度心身障害者居室等増改築・改造資金の相談、貸付
　君津市ふれあい資金の相談・貸付、貸付金滞納者の償還促進

③ふれあい相談事業
　君津市ふれあい相談室の運営、ふれあい相談事業の実施（心配ごと相談・法律相談、こころの相談）

① 住民参加型在宅福祉事業
　ホームケアサービスあんしん事業（協力・利用会員の登録制による有償
　の在宅サービス事業）
　ファミリーサポート事業（協力・利用会員の登録制による有償の在宅子
　育て支援サービス事業）

② 介護保険事業（社協介護サービス）
　訪問介護・介護予防訪問介護事業
　居宅介護支援事業の実施

【予　　算】

在宅福祉サービス部門（在宅福祉推進）

福祉サービス利用支援部門（総合相談・自立支援）

科　目 予算額 説　明

会費収入 13,332 一般会費、賛助会費

寄附金収入 2,220 一般寄附、物品寄附

補助金収入 12,031 市・県社会福祉協議会補助金

助成金収入 59,979 市・県社会福祉協議会助成金

受託金収入 67,919 市・県社会福祉協議会受託金

事業収入 3,629 事業参加費・利用料等

貸付事業等収入 1,500 ふれあい資金償還金

共同募金配分金収入 14,522 共同募金配分金

負担金収入 1,360 後見支援センター運営負担金

介護保険収入 52,494 介護保険事業収入

繰入金収入 33,624 事業間・会計間繰入金

その他の収入 110 預金利子等

施設整備等寄附金収入 1,000 固定資産物品寄附

積立預金取崩収入 12,033 積立金の取崩

前年度繰越金 14,950 前年度繰越金

合　計 290,703 

（支出の部） （単位：千円）（単位：千円）
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★ボランティア入門講座
　“とびいりボランティア体験会”
　協力 : ボランティアサークルｆｏｒ・Ｕ
　日　時：４月２７日（土）
　　　　　※雨天時は２８日（日）に順延
　場　所：君津中央公園　１０：００～１２：００
　車イス・アイマスクを使った介助体験
　参加者に「ほのぴー」グッズプレゼント

★高校生介護体験ボランティア ( ７月 )

★災害支援ボランティア講座 ( ９月 )

★音訳ボランティア養成講座 (１０月)

★ボランティアと障害者との
　研修 ･交流会 (１２月)

★ボランティアの集い（平成２６年３月）

☆詳細はその都度 ｢ ボランティアひろば ｣ に
　掲載します。（　）内の月は、予定です。

⑤

１０５Ｎｏ.

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

使用済み切手、プルタブ、書き損じ・未使用はがきの収集は、

『誰もが参加できるボランティア活動』です。

収集活動にご協力ください！

収　集　物 活　用　方　法

使用済切手 婦人更生施設の運営資金

プルタブ 売却代金で、車いす購入資金

書き損じ・未使用はがき ボランティア情報のための通信

使用済みカード
ボランティア活動資金

すてきな星野富弘さんの ｢詩画 ｣ を読んでみ

ませんか？朗読ボランティア大森蓮子さんと

一緒に楽しみましょう。

Ｑ .仕事や家庭の都合で、ボランティア活動が
　　両立できるか心配ですが？

Ａ .ボランティア活動は、時間や回数ではないの
　　でできるときにできる活動をしてください。
　　１年に一回の活動でも、貴重な時間、労力の提
　　供に変わりは有りません。ボランティア登録
　　と登録中の方は継続をお願します。

ボランティア事業年間計画
平成２５年度 朗読会のお知らせ

君津市ボランティアセンター

会　場

期　日

主　催

申　込

君津市保健福祉センター　3 階
作業多機能室

平成２５年６月１９日（水）１４：００～

富弘美術館を囲む会
千葉県君津支部　「菜の花」

不要
問

　収集活動で、お寄せいただいた切手

は、整理ボランティアの協力できれい

に整理され、婦人更生施設にお届けし

ます。自宅でもできるボランティア活

動です。

やってみようよ !!ボランティア 友だちと初めてボランティアセ

ンターに来ました。切手に種類

があること、使用済切手の活用

法を知りました。切手整理は、

切手の周りを切るのが、ちょっ

と緊張しました。でも、何かに

役立つことが嬉しいです。春休みを活用し、小学生も切手整理に協力
してます。

テレフォンカード、クオカード
図書カード、オレンジカード
ふみカードのみ



 

〒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

⑥

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１６８号解答◆ Q. 君津駅に設置されているエレ
ベーターの数は？A. ①４台が正解でした。
矢口健一さん、鈴木裕美さん、渡辺政子さん、池松
正さん、高梨佳子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２５年２月１日～３月３１日

藤本全道様、君津プラチナライオンズクラブ様、
ユニ―株式会社アピタ君津店様、有限会社マルミスポーツ様
匿名2件　

民生委員・児童委員の日はいつ？

活動紹介

昨年の卒業生が作ってくれた看板がぼ
くらのあいさつ運動を見守ってくれて
います。

ー君津ボランティアグループ「愛の星」ー

民生委員・児童委員の日はいつでしょうか？

2 ページをよぉ～～くご覧になってくださいね^ ＾
答えは、○月○日とお書きください。

◆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５月１７日まで）

　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解
し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援するサポー
ターのことです。
　「認知症サポーター養成講座」を受講することによっ
て認知症サポーターになることができます。
　「認知症サポーター」が増えていくことによって、認
知症になっても安心して暮らせるまちが市民の手によっ
て作られていくことを目指しています。

認知症サポーターについてのお問合わせ
　 君津市地域包括支援室　☎０４３９－５６－１７３２

前号１６８号学校紹介で南子安小学校「萩原
樹」さんのふりがなが間違って記載してい

ました。正しくは「はぎはらたつき」さんです。訂正し
てお詫びいたします。

　全国音楽教室指導者連合会に所属し、１０年間「Ｎ
ＨＫ海外助け合い」に協賛した活動の後、地域に密着
した福祉活動をと思い、「君津ボランティアグループ
愛の星」を平成22年 4月にスタートしました。現在
会員は２０名。「みかんの花咲く丘」「里の秋」などの
作曲家海沼実先生（現在は孫である３代目）の意思
で、「人に優しく暖かく」をモットーに、私たちは日
本人の心とも言われている美しいメロディーと、深い
詩情に溢れる童謡や唱歌を伝える活動をしています。
　定期訪問しているケアセンターやディサービスな
どの施設では、一緒に「歌うこと」「笑うこと」で、
『癒しのひと時』を過ごしていただければと思って

　ぼくは、周西小学校が大好きです。なぜかというと、みんなが明るくてあいさ
つが上手な人が多いからです。あいさつが上手になったのは、周西小の児童会
が”あいさつ運動”をやっているからかもしれません。
　周西小では、毎週水曜日の登校時間に運営委員の人が、校門に並んで、みんな
であいさつをしています。みんなであいさつをすると、とても気持ちがよくなり
ます。運営委員会以外の人でもこのあいさつボランティアに参加する人が多くい
ます。中でも１年生の参加者が多くいて、元気なあいさつで学校を明るくしてく
れました。
　その他に、周西小のイメージキャラクターの『すさぐりん』とあいさつをして
ハッピーになろうという活動も人気がありました。
  地域の方も、お家の方々も周西小があいさつでいっぱいになるように手伝って
くださっています。毎日、校門でぼくたちのことを見守ってくださっている方も
います。
  ぼくたちは、あいさつ運動を通してますます周西小を好きになり、より良い学校
にしたいと思っています。

認知症サポーター

問

「愛の星」代表 後藤問 ☎・　　０４３９－５２－５８０３ 「笑顔」と「うた」が大好き！メンバーです。

君津市立
周西小学校

わたしたちの
学校を
紹介します

運営委員長　６年　山
やまなか

中穂
ほ た か

高

「人に優しく温かく」「人に優しく温かく」
います。四季に合せて「花」「ふるさと」「紅葉」を始
め、歌謡曲も古いものから新しいものまで選曲してい
ます。
　「うた」って心が癒されるのですね。歌に涙する方、
楽しそうに昔を懐かしむお顔、そんなお姿に私たち
こそ癒されていま
す。両者一体とな
る癒しの時間、喜
びを感じあえるひ
と時、私たちは歌
をとおして活動し
ています。

お詫び


