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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

　ボランティア活動とはどのようなことでしょうか？単

に「困っている人のために何かをしてあげること」であ

れば、善意の押しつけになってしまうこともあります。

ボランティア活動は、誰もが住みやすい社会づくりのた

め、「たすけあいの心」「支えあいの心」を持ち、その心

を各自の力に応じて自発的に行動にあらわすことです。

　君津市社会福祉協議会では「君津市ボランティアセン

ター」を設置し、ボランティアをしたい人、してほしい

人の相談窓口として、ボランティア活動をつなげるはた

らきをしています。また、ボランティアに関する様々な

研修会や講習会なども行っています。

　ボランティア活動は幅広く、色々な活動があります。

また、ボランティアには、人びとと協力して成し遂げる

「楽しさ」や、学校や職場では体験できない「出会い」

や「まなび」が

あります。出会った人びとの生き方や考え方にふれ、自分のことをふりか

える機会にもなり、年齢や職業、地域をこえた人びとのつながりもできます。

　自分らしさを大切にしながら、あなたもボランティア活動の第一歩を踏

み出してみませんか？まずは、ボランティアセンターへ気軽にご相談くだ

さい。

（本紙３面「ボランティアひろば」でボランティアに関する情報を掲載し

ています）

問  君津市社会福祉協議会☎ 57-2250　君津市ボランティアセンター☎ 55-0294

２０１３.１０.１７ 第１７２号

はじめてみよう　ボランティア活動

ボランティア活動 　 ４つの原則
「自分のできることを自分の意志で」（自主性・主体性）

「お互いを尊重し、ともに支えあう」（社会性・連帯性）

「見返りを求めない」（無償性・無給性）

「自由なアイディアでよりよい社会づくりを考える」
　　　　　　　　　　　　　（創造性・開拓性・先駆性）

はじめてみよう　ボランティア活動
あなたのやさしさ　　行動にあらわしてみませんか？

ボランティアに関する講座に参加して、活動をスタートする第一歩に

災害時にも活躍するボランティアのパワー 
（写真は訓練の様子）



②

情報伝言板情報伝言板

　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見舞金を配布

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級の重

　度身体障害児者 )

②知的障害児者（療育手帳○、A の１、A の２

　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か

　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

にお問いあわせください。

問 君津市社会福祉協議会　☎ 57-2250

対　　象　君津市在住の方

活動内容　簡単な身の回りの世話、掃除、買い物等、日常 

　　　　　生活のお手伝い

時　　間　原則として午前７時から午後６時まで

料　　金　１時間 700 円

利用方法　「利用会員」としての登録が必要となりますの

　　　　　で、まずはご相談ください

問 君津市社会福祉協議会☎57-2250（あんしん事業担当）

　現在、あんしん事業利用会員を支援する「協力会員」が

不足しています。本事業に理解を有し熱意をもって活動し

ていただける方、ぜひ登録をお願いします。（特別な資格

はいりません）

住民参加型福祉サービス

「あんしん事業」
　あんしん事業とは、市民同士が互いに助け合

うこと目的とした会員登録制の有償福祉サービ

スです。高齢者や障害

者、子育て中の方など

が日常生活で「ちょっ

と困ったな」というと

き、市民の中から登録

した「協力会員」がお

手伝いをし、あんしん

して過ごせるよう支援

します。

 社会福祉協議会 をご利用ください！ ②

協力会員を募集しています！

A

歳末たすけあい

　見舞金のお知らせ
　君津市における地域福祉については、平成 20 年度に君津

市が策定した行政計画である「君津市地域福祉計画」と平

成 22 年度に君津市社会福祉協議会が策定した住民行動計画

である「君津市地域福祉活動計画」により推進しております。

　この２つの計画は「地域福祉の推進」という同一の目的

を持った計画であり、ともに平成 25 年度で計画期間が終了

となります。

　今まで以上により積極的に地域福祉の推進を図るため、

次期計画では一体的に策定することとし、現在見直しを進

めています。

　市民の皆様からの意見を計画書に反映させ、よりよい計

画書となるよう、計画書について市民の皆様からのパブリッ

クコメント（意見公募）を実施する予定です。

　計画書の閲覧は君津市社会福祉協議会ホームページのほ

か、公民館等の公共施設に設置しますので、ご覧いただき

ご意見をお寄せください。

意見募集期間　平成 26 年１月頃（予定）

資料の閲覧場所　公民館、行政センター、君津市社会福祉

　　　　　　　　協議会ホームページからもダウンロード

　　　　　　　　できます。

提出方法　意見と住所・氏名・連絡先を記

　　　　　入の上、郵送・ファックス・電

　　　　　子メール・持参のいずれかの方

　　　　　法で提出してください

問  君津市社会福祉協議会　 ☎ 57-2250

第２次君津市地域福祉計画・
地域福祉活動計画への意見を募集

君津市社協
マスコット「ほのぴー」



１０８Ｎｏ.

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

君津市ボランティア連絡協議会主催

福祉活動団体との

交流会事業

③

あなたの趣味を生かしませんか？

〜演芸ボランティア〜

ボランティア募集

　福祉関連施設を訪問し、歌や踊り等の演芸

を披露していただけるボランティアさんを募

集します。

　もともと趣味で演芸の技を磨いている方、

これからグループを立ち上げたい方、演芸ボ

ランティアとして披露してみませんか。

　ご協力いただける方は、ボランティア登録

後、ご相談をさせていただきます。

　「ボランティアをしたいんだけど、なかなか時間がとれな

くて」 。収集ボランティアは自宅にいても、その日から始

めることができるボランティア活動です。

　君津市ボランティアセンターでは、プルタブ、使用済み

切手、使用済みカード、書き損じ・未使用はがきの収集を行っ

ています。

　君津市ボランティア連絡協議会では、ボ

ランティア活動を行っている団体を訪問

し、お互いの活動について情報交換を行っ

ています。

　今年は清和地区で活動している「清和地

区社会福祉協議会」と交流会を行いますの

で、関心のある方はお問い合わせください。

期　日　平成 25 年 11 月 28 日（木）

場　所　清和公民館　ホール

対　象　君津市ボランティア連絡協議会会員

※社会福祉センター偕楽園から送迎バスが

　ご利用いただけます。

申込締切　11 月８日（金）

手軽に始められる
　　　　　「収集ボランティア」！ 

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します。

　本研修・交流会、障害者自立支援協議会主催による講演会

及び障害者週間の３つの行事が初めてコラボレイトし実施し

ます。ぜひご参加ください。

期　日　平成 25 年 12 月７日 ( 土 ) 

受　付　9 時 30 分から　（10 時開会）

内　容　車いす、アイマスク等の体験、交流会

会　場　君津市生涯学習交流センター（中央公民館）

　　　　2 階　多目的ホール

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、　

　　　　在学の身体障害の方

参加費　500 円（資料代・昼食込）

定　員　100 名

　　　　※ 君津市ボランティアセンターへお申込みください

締　切　11 月 22 日 ( 金 )

収 集 物 活 用 方 法

プルタブ・使用済み切手 ※

使用済みカード ※

※種類・大きさ等は問いません

本会貸出用車いすの購入や、

ボランティア活動

推進に関する備品

の購入のために

書き損じはがき

未使用はがき

ボランティア情報を発信す

るために



 

〒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

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/

◆第 171 号解答◆ Q. 君津市の要介護認定者数は？
　　　　　　　　  A. ③約 3,300 人（3,275 人）

当選者　小泉千代子さん　鈴木裕美さん　
　　　　  鉢窪文子さん　   水野美幸さん

赤い羽根募金シンボルキャラクターの名前は？

活動紹介 −しあわせ応援隊−

　赤い羽根共同募金運動が、今年も 10 月１日から全国いっせいにス

タートしました。

　右のイラストは、昭和 61 年に公募により採用された図案をもとに

誕生した、共同募金運動のシンボルキャラクターです。イラストの左

側が姉の「愛ちゃん」ですが、右側にいる弟の名前は何でしょうか？

①希
き

望
ぼう

くん　②夢
ゆめ

くん　③ほのぴー

◆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。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＝１１月１５日）

　少子高齢化による社会の変化は、私たちの想像を

はるかに超えていて、10 年後、20 年後の社会は様々

な場面でもっともっと大変になるだろうと危惧され

ます。

　しあわせ応援隊は、そんな危機感から「微力でも

何かできないか」と普通のおばさんが集まり、昨年

発足し、会員数 5 名で活動しています。以来３回の

婚活パーティーを実施し、結婚を望む方々と触れあっ

てきました。

　現在は、主に１対１の出会いをおせっかいしてい

ますが、婚活パーティーの開催と１対１のおせっか

　私たち貞元小の 154 名は、学校目標にそった児童会の

めあてを達成しようと毎日取り組んでいます。その活動の

中の福祉活動について紹介します。

　１つ目は、あいさつ運動です。学校だけでなく、地域の皆さんにも

さわやかに明るく、お互い気持ちのよいあいさつをめざしています。

　２つ目は、「赤い羽根」と「ユニセフ」募金です。年２回の募金活

動を通して、少しでも役に立てればと思って活動しています。

　３つ目は、キャップ集めです。800 個で１本のワクチン分になりま

す。昨年は、150 人の子どもたちの役に立てることができました。

　これからも、私達貞元小は、誰もが気持ちよく過ごせるようがんばっ

ていきます。

君津市立  貞元小学校わたしたちの
学校を
紹介します

中
なかやま

山結
ゆ め

媛　茂
も き

木耀
あきら

　橋
はしもと

本七
な お

穂

いとは車の両輪と考えており、現在第４回目のパー

ティーを計画中です。宣伝方法や女性参加者の減少な

ど課題は多いですが、市が行う婚活事業と協働して、

いつか大規模パーティーの開催が実現できたらすば

らしいと、夢はふくらみます。

　今後、ふれあいとおせっかいの対象を高齢者に広

げ、健康づくり訪問活動をはじめようと現在準備し

ています。12 月 7 日（土）、8 日（日）に「自立生

活体操公認指導員養成講座」を開催します。おせっ

かいが好きな皆様、一緒に学んでみませんか？

問   君津市ボランティアセンター　☎ 55-0294

みんなみんな　幸せになあ〜れ　

④

６年　児童会役員

おしえて
福祉の

　障害者週間は、毎年 12 月３日から 12 月９日までの

１週間です。日本国民の間に広く障害者の福祉について

の関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲

を高めることを目的としています。

障害者週間

C　中央共同募金会○




