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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

ー「誰もが住みやすい福祉のまちづくり」をめざしてー

マスコット

キャラクター

ほのぴー

４／２７君津中央公園で

　「飛びいりボランティア体験会」
　君津市久保にある「君津中央公園」は広大な芝生の

広場、すべり台やブランコといった遊具、噴水など、

市民の憩いの場として利用されており、特に週末は多

くの人でにぎわいます。

　君津市社会福祉協議会では、この「君津中央公園」

を会場に、介助体験を通じた福祉活動への参加意識の

啓発と、福祉人材の発掘を目的に「飛びいりボランティ

ア体験会」を開催しました。

　「ボランティアサークルｆｏｒ・Ｕ」の協力をいただき、

公園に遊びに来ていた親子、部活動で来ていた高校生

など、幅広い年齢層に声かけを行い、約 50 人が体験

に参加。車イスを使った介助体験や、アイマスクを着

用してのガイドヘルプ（視覚障害者の介助）体験を行

いました。

　参加者からは「車イスを見たことはあったけど、操

作は初めて。安心して介助できるまでコツをつかむの

が難しかった」「アイマスクを着用しての視覚障害体

験の怖さは想像以上。ボランティアとの信頼関係がと

ても大切だと思った」などの感想が聞かれました。

　この日の参加記念

品として配布した君

津市社協マスコット

「ほのぴー」クッキー

も、子どもたちに大好

評でした。

　今後も社会福祉協

議会では、気軽にボラ

ンティアや福祉活動

を体験できるような

事業を企画していき

ます。

２０１３.６.２０ 第１７０号

― 「青空の下でボランティア活動を体験」 ―― 「青空の下でボランティア活動を体験」 ―

　君津市社会福祉協議会では、地域住民の福祉活動

への参加による地域福祉の充実強化と、自主財源の

確保を目的に、会員制度を設けています。会員には、

自治会の協力により１世帯 500 円をお願いしている

「一般会員」と、社会福祉協議会の活動趣旨に賛同

していただける方に１口 1,000 円でお願いしている

「賛助会員」があります。

　賛助会員は君津市社協の活動趣旨に賛同していた

だける方なら、どなたでもなることができ、個人だ

けでなく、事業所や商店、団体も会員になることが

できます。

　賛助会員の皆様からいただいた賛助会費は、君津

市社協の事業の中でも、特に「住民同士の支え合い・

助け合いの活動」や「ボランティア活動」に重点的

に活用されます。

　多くの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

（加入手続など詳細については社会福祉協議会へお問

い合わせください）
実際に「点字ブロック」の上を
歩いてガイドヘルプ体験

「段差を越えます、車イスの前輪を上げますよ」
　　　　　　安全・安心のため声かけをしながらの介助

賛助会員を募集しています！
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今年の夏休みは

福 祉 の 現 場 を 体 験 しよう! 

試験日時　10 月 13 日（日）午前 10 時～ 12 時

受験資格　医療・保健・福祉分野の有資格者などで

　　　　　一定期間以上の実務経験のある方

申込書

配布期間　６月３日（月）～７月 10 日（水）

申込書　　・君津市社会福祉協議会

配布場所　・君津市役所高齢者支援課

　千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事

業所等へ就職を希望する方を対象に、「福祉のしご

と就職フェア・in ちば」を開催します。

　内容は、求人のある社会福祉施設・事業所の採用

担当者との個別面談や福祉職場に関する相談等を行

い、福祉・介護人材の確保と就労をサポートします。

開催日時　７月２１日（日）午後１時～４時

会　　場　幕張メッセ国際会議場

　　　　　コンベンションホール他

参加方法　開催日当日、直接会場へ

　　　　　お越しください。

参 加 費　無料（履歴書不要）

問 　千葉県社会福祉協議会千葉県福祉

　　人材センター☎ 043-222-1294

HP　http://www.chibakenshakyo.net/

福祉体験ボランティア学習
（高校生ワークキャンプ）

　将来医療や福祉の仕事に就き

たい、ボランティアに興味があ

る、誰かの役に立ちたい…。意欲のある高校生の参

加をお待ちしています！

開催期日　７月２５日(木)～２６(金)【１泊２日】

 　　　　　※ 事前学習会＝７月２３日 ( 火 )

会　　場　特別養護老人ホーム上総園

　　　　　（君津市広岡３７５番地）

対　　象　君津市 ･ 木更津市 ･ 袖ケ浦市 ･ 富津市

　　　　　在住または在学の高校生

内　　容　施設での移動・食事・入浴の介助等の

　　　　　介護体験学習

参 加 費　１, ０００円

問・申君津市社会福祉協議会　☎ 0439-57-2250

対　　象　君津市在住の方

期　　間　貸出日から３か月間

料　　金　無料

申請手続　君津市社会福祉協議会または君津市社会福祉セ  

　　　　　ンター（きみつ偕楽園）にお越しください。

　　　　　申請書に必要事項をご記入いただき、その場で

　　　　　貸し出しいたします。

　　　　　なお、申請書記入の際に印章（はんこ）が必要

　　　　　になりますのでお持ちください。

問・申　・君津市社会福祉協議会　☎ 0439-57-2250
　　　　・君津市社会福祉センター（きみつ偕楽園）

　　　　　☎ 0439-52-9311　住所：外箕輪 1039 番地

　　　※ 偕楽園の休館日は火曜日と祝日、年末年始です

☎０４３９（５７）２２５０　　　０４３９（５４）２９４１

平成25年度第１回

福祉のしごと就職フェア・inちば

 社会福祉協議会 をご利用ください！ ①

「車イスの貸し出し」
　急なケガや病気など、日常生活で一時的に

車イスが必要となった場合に車イスを貸し出

します。

君津市社会福祉協議会は、市民の皆さまからお寄せいただいた会費や寄附金など、多くの善意により支えら

れています。今後も紙面を通じて皆さまに役立つ社会福祉協議会の事業内容を紹介していく予定です。

平成 25 年度千葉県介護支援専門員実務研修受講試験の実施について
申込受付期間　　６月３日（月）～７月１０日（水）　

　　　　　　　　最終日消印有効

　　　　　　　　簡易書留による郵送受付のみ

問 　千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班

　　 ☎ 043-204-1610　

 　  HP  http://www.chibakenshakyo.com/
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　平成 24 年度事業報告及び決算は、平成 25 年 5 月 24 日の評議員会において承認されましたので、ここに

報告をさせていただきます。本会が策定した「君津市地域福祉活動計画」の推進をはじめ、各種事業の実施に

多くの皆様のご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

　（紙面の都合上、抜粋での報告となりますのでご了承ください）

事業報告

社会福祉事業の企画・実施
◆卒寿（90 歳）記念品の贈呈 191 人

◆障害者・ひとり親家庭日帰りバスハイク 216 人

◆視覚障害者への情報提供 28 人

（ボランティアの協力により広報紙を録音した

「声のお便り」を送付）

◆君津市社会福祉大会の開催 参加者 456 人

（社会福祉功労者の表彰、福祉に関する講演、

　意見体験発表、福祉団体等の作品展示）

◆児童生徒の事故・危険防止資材の配布 13 校

◆学童クラブへの事業費等助成 14 クラブ

◆健康と福祉のふれあいまつり 来場者数 2,800 人

◆歳末たすけあい見舞金の配布 883 件

◆車イスの貸出 177 件

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

　契約件数 46 件

（君津管内４市を対象とした、高齢者・障害者の

　財産管理、福祉サービスの利用援助）

ふれあい相談事業
◆君津市ふれあい相談室の運営　  相談実績 425 件

（弁護士による法律相談、カウンセラーによる心の

　相談など各種相談を実施）

地区社会福祉協議会活動の推進
◆市内 8 地区社会福祉協議会活動の推進・支援

（敬老会、ひとり暮らし高齢者見守り事業、高齢者

　バスハイク、高齢者会食会、小学校での福祉体験

　学習、あいさつ運動、多世代交流スポーツ大会、

　防犯パトロール、福祉講演会など、住民主体・住

　民参加による福祉活動）

平成 24 年度君津市社会福祉協議会事業・決算報告

活動の成果をステージで熱演！（健康と福祉のふれあいまつり）

広報啓発
◆広報紙「福祉きみつ」の発行 年 6 回

◆読者モニター、編集ボランティアの協力による

　紙面充実への取り組み

◆ホームページ公開による情報提供

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

（ボランティア登録者数 2,605 人）

◆夏休み学生ボランティア体験講座 8 人

◆広報紙づくり講座 29 人

◆君津市ボランティアの集い 176 人

◆ボランティアと障害者との研修・交流会 80 人

◆福祉体験出前講座 13 件

◆高校生福祉体験ボランティア学習 23 人

◆福祉の標語コンクール 1,814 点

◆避難所支援ボランティア体験学習 68 人

小中学生が点字の作成に挑戦（夏休み学生ボランティア体験講座）
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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 延利用 619 回

（住民同士の助け合い・支え合いによる会員制の

　ホームヘルプサービス）

社会福祉施設の管理運営
◆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

◆君津市福祉作業所ミツバ園

◆君津市地域福祉推進センター「ゆうゆう館」

法人組織の運営
◆理事会、評議員会、監査等の実施

◆研修会参加等事務局体制の強化

◆社会福祉協議会費、福祉チャリティーゴルフ大会、

　共同募金への協力など運営財源の拡充

君津市地域福祉活動計画の推進
◆計画推進委員会、地区福祉推進連絡会議の開催

◆計画推進フォーラムの開催

（基調講演・シンポジウム）

◆市内８地区の福祉推進委員会議の開催

◆第２次計画策定に向けた地区懇談会の開催

社会福祉団体の援助育成
◆社会福祉団体の事務局（民生委員児童委員協議会、

　老人クラブ連合会、遺族会、母子寡婦福祉会、傷

　痍軍人会、手をつなぐ育成会、君津リバース協会）

◆社会福祉施設・団体の助成

介護保険事業
◆訪問介護事業所の運営

◆居宅介護支援事業所の運営

決算報告
  収入の部

（単位：円）
科　目 決算額

会費収入 13,463,500
寄附金収入 2,398,019
経常経費補助金収入 5,691,393 
助成金収入 58,981,823 
受託金収入 62,029,021 
事業収入 3,257,800 
貸付事業等収入 810,000 
共同募金配分金収入 14,991,544
負担金収入 975,000
介護保険収入 44,403,622
雑収入 92,219
受取利息配当金収入 14,991 
繰入金収入 20,455,290 
積立預金取崩収入 5,313,849
前年度繰越金 16,484,776 

収入合計 249,362,847
 

  支出の部
（単位：円）

経理区分 決算額
1 法人運営事業 86,618,519 
2 企画・広報事業 3,653,934
3 地区社協活動推進事業 6,081,298 
4 共同募金配分事業 14,991,544
5 市社会福祉委託事業 14,194,623 
6 社会福祉センター運営事業 12,661,297
7 福祉作業所ふたば園運営事業 12,120,476
8 福祉作業所ミツバ園運営事業 12,006,991
9 あんしん事業 3,710,034
10 ボランティア活動推進事業 1,128,434
11 日常生活自立支援事業 8,097,491
12 生活福祉資金貸付事業 2,800,772
13 ふれあい資金貸付事業 765,000
14 ふれあい相談事業 1,301,826
15 訪問介護事業 27,944,753
16 居宅介護支援事業 17,798,898
17 地域福祉推進センター運営事業 2,248,648 

支出合計 228,124,538
  貸借対照表

（単位：円）
科目 本年度 前年度 前年度比較

資
産
の
部

流動資産 35,558,038 29,050,891 6,507,147
固定資産 143,198,558 145,791,083 △ 2,592,525
　基本財産 1,000,000 1,000,000 0 
　その他の固定資産 142,198,558 144,791,083 △ 2,592,525

資産の部合計 178,756,596 174,841,974 3,914,622 

負
債
の
部

流動負債 14,319,729 12,566,115 1,753,614
固定負債 48,822,605 46,830,627 1,991,978

負債の部合計 63,142,334 59,396,742 3,745,592 

純
資
産
の
部

基 本 金 1,000,000 1,000,000 0
国庫補助金等特別積立金 587,912 795,416 △ 207,504
その他の積立金 91,512,051 96,313,435 △ 4,801,384 
次期繰越活動収支差額 22,514,299 17,336,381 5,177,918 

純資産の部合計 115,614,262 115,445,232 169,030

負債及び純資産の部合計 178,756,596 174,841,974 3,914,622

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」

皆様のご協力
ありがとうご
ざいました！



　繰り返してはならない、ヒロシマ・ナガ

サキ「世代を超えて平和の祈りを」の願い

を込めて『1945- あの夏を忘れない』

会場：君津市生涯学習交流センター２階

　　　( 住所：久保 2-13-2 図書館となり )

日時：７月２８日（日）　開場 13：3 0
主催：君津市ボランティアセンター登録ボ 

　　　ランティア　朗読の会「さざなみ」

申込：不要（入場料無料）

問君津市ボランティアセンター

⑤

１０６Ｎｏ.

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

君津地区自閉症協会 ( にじの会 )

親子キャンプ ボランティア募集

　自閉症の子どもたちが [ 親子の旅］キャン

プを通じて、日常では経験できないことを

地域の方と一緒に行うことを目的とします。

　日　時：９月 22 日 ( 日 )9：00 ～ 15：00
　場　所：清和県民の森 ( 君津市豊英 660)

　持ち物：軍手、飲み物等

昼食は会で準備有 ( バーベキュー )

※自力で現地集合、解散が可能で、

山歩きができる方。( 男女年齢問わず )

問・申　君津市ボランティアセンター

君津地区自閉症協会ホームページ

http://nijinokai.wa-sanbon.com/

♥お話し相手　おまかせください♥

自宅、施設等に出張傾聴活動中
お話をしたい方は、ご連絡ください

　傾聴ボランティア♡ハートと一

緒に活動しませんか？私たちハー

トは活動 7 年目を迎えました。

傾聴に関心のある方の定例会への参加も歓迎します。

定例会：毎月第 1 木曜日　13：30 ～

　　　　君津市保健福祉センター 3 階

問 君津市ボランティアセンター

第 12 回ボランティアと障害者との研修・交流会

　ボランティアと障害者が一堂に会し，お互いの

交流促進と情報交換を目的に実施いたします。

　研修の企画や当日の運営など、ボランティアと

障害者の研修・交流会を盛り上げるために実行委

員として活動していただける方を募集します。

※会議は全 6 回程度を予定しています。

―第１回会議　―　　　　　　　

　日　時：７月８日 ( 月 )9：30 ～

　場　所：君津市保健福祉センター３階

問・申　君津市ボランティアセンター

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

お
知
ら
せ

夏 の 朗 読 会

※その他①　レクリエーション　仕立て　書道　ヘアーメーク　※ その他②　依頼相談　対応不可能　キャンセル 

　平成 24 年度　ボランティア活動実績

職員体制　コーディネーター 2 人

活動件数合計 3,970 件　　活動人数合計 15,106 人

登録状況　グループ登録　　2,441 人　（ 82 グループ）

　　　　　個人登録　　　　   164 人

　　　　　合　　計　　　　2,605 人

内　　容 施設支援 学校支援
介護・介助
ガイドヘルプ

朗読 点訳 環境美化 保育 移送 散髪 行事 演芸
収集・
整理

傾聴
読み

聞かせ
※その他

①
※その他

②

斡旋活

動状況

活動件数 10 19 1 13 1 2 12 18 20 17
活動人数 32 260 3 23 1 2 62 160 65 2

自主活

動状況

活動件数 593 121 42 82 49 290 148 18 81 286 284 295 11 669 888
活動人数 1,473 151 136 569 519 1,015 221 111 493 1,292 462 412 41 5,709 1,892



 

〒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

紙面についての問いあわせ

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１６９号解答◆ Q. 民生委員・児童委員の日は？
　　　　　　　　　A. ５月１２日
当選者　明石ルミさん、中村直樹さん、並木正雄さん、
　　　　 鉢窪文子さん、水野美幸さん

「福祉きみつ」へのご意見をお寄せください
　君津市社会福祉協議会広報紙「福祉きみつ」は年６回、
自治会の協力により市内の世帯に配布しております。
　今後の発行計画の参考のため、更なる紙面充実のために、
ご意見ご要望をお寄せください。

「ふれあい館」は何階建て？

活動紹介

ボランティア委員会で行っているペット
ボトルキャップ集め

ー君津地区自閉症協会『にじの会』ー

　君津市社会福祉協議会の事務所がある「君津市

保健福祉センター『ふれあい館』」は何階建てでしょ

うか？「ふれあい館に行ったことがない」という

方は、是非一度来てみてください！クイズへの応

募をお待ちしています。

◆応募方法◆住所、氏名（ふりがな）、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社会福祉
協議会へお送りください（FAX・メール可）。正解者の中
から抽選で５名の方にクオカードをプレゼントします。当
選者の氏名は次号で発表します（応募締切＝７月１６日）

　DAISY とは、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが

困難な人々のために開発された、カセットテープに代わ

るデジタル録音図書の国際標準規格です。この規格に基

づいて作られた録音図書はDAISY 図書、DAISY 録音図書、

マルチメディア DAISY 図書などと呼ばれています。主な

特徴は、「目次から読みたい章や節、任意のページに飛

ぶことができる」「最新の圧縮技術で一枚の CD に 50 時

間以上も収録が可能」などです。

　君津地区自閉症協会通称『にじの会』は、昭和 55
年 4 月 21 日に発足しました。自閉症やアスペルガー

症候群は、脳機能が大多数の人と異なる、先天的な

発達障害の一つです。発足当時は、自閉症というと

親の育て方が悪いと言われる時代でした。今日では

「自閉症」や「発達障害」への理解が少しずつ広まっ

ていると思います。

　現在、にじの会では講演会や連続セミナー、療育相

談会、親子で楽しむ療育キャンプ、遠足など様々な活

動を行っています。キャンプや遠足には、毎回地域の

方、近隣の高校や大学、専門学校、教職員など、た

　ぼくが通っている大和田小学校では、３つの福祉に関する取り組みをし

ています。１つ目はアイマスク・車いす体験、２つ目はトイレの大そうじ、

３つ目はペットボトルキャップ集めです。その中でも、ぼくが気に入って

いるペットボトルキャップ集めについて紹介します。

　毎年ボランティア委員会を中心に全校でペットボトルキャップを集めて

います。これはお金にかえることができ、恵まれない国の子どもたちに送

られていきます。そして栄養がある給食やえん筆、ポリオワクチンの費用

として使われます。

　昨年はみんなの力で給食４人分にすることができました。しかし、これ

ではまだまだ少ないと思います。もっと、この活動を増やしていきたいと

思います。

　福祉はみんなが幸せという意味なので、世界中の人が幸せになれるよう

に、みんなに呼びかけ、こんな取り組みをひろげていきたいです。　

Ｄ
デ イ ジ ー

ＡＩＳＹ

 君津市ボランティアセンター問  

　多くの親子とボランティアが参加した
　昨年夏の療育キャンプ

君津市立

大和田小学校

わたしたちの
学校を
紹介します

児童会役員　６年　五
ご き た

鬼田　蓮
れん

くさんのボランティアの方が参加してくださいます。

　また、子育てに悩む親御さんが何でも相談できる療

育相談会も、毎月実施しています。専門家の先生に

的確なアドバイス

をもらうことがで

き、お母さん達の

交流の場でもあり

ます。親でなくて

も、誰でも参加す

る事ができます。 ― 「青空の下でボランティア活動を体験」 ―― 「青空の下でボランティア活動を体験」 ―

『発達障害』正しく理解を

☎０４３９－５５－０２９４  にじの会ホームページ  http://nijinokai.wa-sanbon.com/




