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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

　長年にわたって社会福祉活動の推進と

発展に功労のあった方々を顕彰し功績を

たたえるとともに、住民が相互に支えあ

う地域社会（共助社会）の構築について

学び、本市の社会福祉の一層の発展を図

ることを目的に「第４２回君津市社会福

祉大会」を開催します。

　入場は無料です。ご家族やご友人お誘

いあわせて、是非お越しください。

問  君津市社会福祉協議会☎ 57-2250
　

２０１３.１２.１９ 第１７３号

第４２回君津市社会福祉

大会を開催します

▲昨年度の式典のようす

共に支えあう住み続けたいまちをめざして共に支えあう住み続けたいまちをめざして

期　日　平成２６年１月３０日（木曜日）
会　場　君津市民文化ホール中ホール
主　催　君津市
　　　　社会福祉法人君津市社会福祉協議会
　　　　千葉県共同募金会君津市支会

受　付　１２：３０～１３：１５

式　典　１３：１５～１４：１５

　　　　・福祉事業功労者に表彰・感謝状の贈呈

　　　　・福祉の標語コンクール入賞者に表彰状の

　　　　　贈呈

発　表　１４：１５～１４：３０　   　　

　　　　県立君津高等学校生徒による意見体験発表

記念講演１４：４０～１６：００

　　　　演　題　「地域で支える高齢社会」

　　　　講　師　村
む ら た

田　幸
さ ち こ

子　氏

閉　会　１６：００

※１２：００から１６：００まで、ロビーで社会福祉施設

　等の作品展示・販売を行います

開　催　日　程 　　村
む ら た

田　幸
さ ち こ

子氏

　　　福祉ジャーナリスト
　　　（元 NHK 解説委員）

　昭和３８年３月立教大学文学部英

米文学科卒業後、ＮＨＫにアナウン

サーとして入局。スタジオ１０２、

ＮＨＫニュースワイド、ＮＨＫ 7 時のニュースなど、

報道番組のキャスター・レポーターとして活躍。

１９７９年　モンテカルロで開催された「女性ＴＶ司

　　　　　会者会議」にＮＨＫ代表として出席。

１９９０年　ＮＨＫ解説委員となり、主に福祉・厚生

　　　　　問題を中心に取材。

２００３年　ＮＨＫ退局。

　以後、福祉ジャーナリストとして講演・取材活動

を続けている。

記念講演　講師紹介



②

情報伝言板情報伝言板

　君津市内の自治会及び事業所の協力や、街頭

募金により君津市全体で 540 万円を目標額とし

て歳末たすけあい募金運動を実施しています。

　お寄せいただいた募金は、心身に障害をお持

ちの方々や両親のいない児童等への見舞金を中

心に、全額が君津市内の福祉活動の財源として

活用されます。

　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

運動期間　12 月 1 日から 31 日まで

問 千葉県共同募金会君津市支会

☎ 57-2250（社会福祉協議会内）

相談の種類 相談員 期日・時間 場所

心配ごと相談

民生委員児童委員

君津市の行う市民

相談にあわせて実

施

小糸・清和・小

櫃・上総の各公

民館

第１～第４木曜日

ふれあい相談室

（君津市保健福

祉センター3階）

専任相談員
月～金曜

９時～１６時

法律相談

（要予約）
弁護士

第１火曜・第３金曜

１３時～１６時

こころの相談

（要予約）
カウンセラー

第２・第４水曜

第３火曜

１０時～１５時

　詳しい日程等や予約方法については、ふれあい相談室へお問い合わ

せください。

　また、君津市の広報紙「広報きみつ」にも日程を掲載しています。

問 君津市ふれあい相談室　☎ 55-0444

　君津市社会福祉協議会で

は、福祉の総合相談窓口とし

て「ふれあい相談室」を設け、

市民のみなさまからの相談に

応じ、悩みや問題解決に向け

た援助を行っております。

　１人で悩まず、まずはお電

話ください。

みんなでささえあうあったかい地域づくり

　平成 26 年度からの５年間を計画年度としている「第二次

君津市地域福祉計画・君津市地域福祉活動計画」の策定が、

最終段階を迎えています。

　計画書の素案をもとに、下記のとおり市民の皆様からの

パブリックコメント（意見公募）を実施いたします。

　計画書は、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で閲覧できますので、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６日～２月５日

資料の閲覧場所　
　　　各公民館、行政センター、または君津市及び

　　　社会福祉協議会ホームページからダウンロード

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・持参で提出してください

提出先 君津市役所厚生課

問  君津市社会福祉協議会　 ☎ 57-2250
　　君津市役所厚生課　　　 ☎ 56-1183

第二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します

君津市ふれあい相談室

歳末たすけあい募金に

　　　　　　ご協力を！

 社会福祉協議会 をご利用ください！ 



１０９Ｎｏ.

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

③

　君津市保健福祉センターふれあい館で「音訳ボランティア養成講座」を開催し、音訳ボランティア活動に
興味のある方２９名が受講されました。
　本講座は視覚障害者への情報提供を行う音訳ボランティアの養成を目
的に全６回の日程で開催し、講師には音訳指導員髙橋達

さ と こ

子先生を招いて
音訳の概要について講義を行いました。また、録音機器の操作方法につ
いては朗読の会「さざなみ」のみなさんに指導していただきました。
　参加者からは「音訳は奥が深い活動だと思った」、「軽い気持ちで受講
したが、勉強しながら活動をしていけたらと思う」などの感想があり、
今後の活動への積極的な意見が多く発表されました。

　手軽に始められる活動として、皆さまからご協力をい

ただいている「収集ボランティア」。約 1 年間で下記のと

おりたくさんのプルタブ、使用済み切手・カードをお寄

せいただきました。皆さまからお寄せいただいたあたた

かい気持ちを、大切に活用させていただきます。

音訳ボランティア養成講座を開催しました

第１7回　

君津市ボランティアの集い

メインテーマ「であい　ふれあい　
　　　　　　　ささえあい」
期　日：平成２６年２月２２日（土）

時　間：９：３０～１４：３０（受付９：００）

会　場：小櫃公民館　君津市末吉 128 番地

対象者：登録ボランティア、ボランティア活動

　　　　に関心のある方

参　加：費用 500 円（資料・昼食代）

　　　　※ 参加希望者は、ボランティアセン

　　　　　ターにお申込みください

内　容：①基調講演

　　　　　講　師　元国際武道大学学長　

　　　　　　　　　篠田基行氏

　　　　②ボランティアグループ活動発表

　　　　③交流会・懇親会

主　催：第17 回ボランティアの集い実行委員会

　　　　君津市ボランティア連絡協議会

　　　　社会福祉法人君津市社会福祉協議会

申 問 君津市ボランティアセンター

▲録音機器の説明を受ける受講者

◎ プルタブ……………180kg

◎ 使用済み切手………21.3kg

◎ 使用済みカード……  8.6kg
　　　　　　　　　（4300枚）

　地元収集業者や収集家を通

じて換金され、本会貸出用車

イスの購入やボランティア活

動推進に関する備品の購入の

ために活用されます。

◎ 書き損じ・未使用はがき

ボランティア情報を発信する

ために活用されます。

　君津市ボランティアセンターでは一年をとおして収集活

動を行っております。

　引き続き、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

▲たくさんのプルタブ
　集まりました！

朗読会のおさそい
　富弘美術館を囲む会千葉県君津支部「菜の花」

では毎月１回朗読会を開催しています。

　星野富弘さんの詩画の世界を一緒に楽しみませ

んか。

期 日：1 月 23 日（木）、2 月 20 日（木）

　　　3 月 18 日（火）

時 間：14：00 ～ 15：30
会 場：ふれあい館３階 作業多機能室

申  問 　君津市ボランティアセンター

あたたかい気持ちをありがとう！
〜収集ボランティア〜



〒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/

活動紹介 −北子安地域女性ボランティア

　　　　　　　　　なでしこ−

　「なでしこ」は、地域密着型の女性のボランティア団体として、東日本大

震災後の2011年7月30日に発足しました。発足から２年が経過した現在、

トレードマークのエプロンを身につけ、着実に歩んでいます。

　主な活動としては、月１回の定例会と、毎月「５」のつく日に行っている

ゴミ拾いや北子安小学校区でのあいさつ運動、地域パトロールなどです。

　今年は、北子安小学校での福祉体験学習への協力や、自治会からの要請

で、祭礼、地域大運動会、防災訓練に協力しました。

　今後は、君津市ボランティアセンターからの依頼により、北子安地域から

抜け出し、やさしさの輪を広げる活動を進めていきたいと思います。

問 君津市ボランティアセンター☎ 55-0294

　私が通っている周南小学校では、「よく学び・よく挑み・よく遊ぶ」と

いう三つの目標に向かっていろいろな取り組みを行っています。その中

でも「あいさつ運動」について紹介します。

　「あいさつ運動」期間中、運営委員会は毎朝、各委員会は決められた曜

日の朝に校門や校内に立ち、児童のみんなが明るいあいさつができるよ

うに率先してあいさつをしています。最初はあまり声が出ていない人も

いましたが、だんだん元気な良い声が出るようになり、最終的には多く

の人が気持ちの良いあいさつができるようになりました。これからもみ

んなが気持ちの良いあいさつをして、明るい学校生活が送れるように運

営委員として活動していきます。

　「あいさつ」は人と仲良くなるための第一歩です。これから周南小学校

のみんなでその第一歩をふみ出し、仲良く楽しい学校にできたらいいな

と思います。

君津市立

周南小学校

わたしたちの
学校を
紹介します

６年　金
か な い

井　実
み き

希

地域の絆を深める活動を　

④

 おしえて
福祉の

◆第 172 号解答◆ Q. 共同募金キャラクターの名前
　　　　　　　　　　「愛ちゃんと○○」
　　　　　　　　  A. ①希望くん
当選者　鈴木志津子さん　鈴木裕美さん
　　　　元道幸子さん 　  山崎祐美子さん　　

善意ありがとうございます
平成 25 年 8 月１日～ 11 月 31 日（順不同）

〈社会福祉協議会一般寄付〉田中義昭様、西村定己様、藤本全道様、

円如寺桔梗友の会様、かずさ音楽振興協会様、川名寛章県議会

議員議長退任慰労会事務局様、君津市民ふれあい祭り実行委員

会様、君津製鐵所てつわ会様、君津中央公民館毛糸玉サークル様、

サン・ラポール南房総入居者一同様、昭和会様、新香木原カン

トリークラブ様、太巻き寿司ボランティアわかば様、フラワー

アレンジメント同好会様、立正佼成会木更津教会様、匿名４件

社協で無料貸出をしている
福祉用具は？

　急なケガや病気などで困った際に、君津市社会福祉

協議会が市民の方に無料で貸出をしている福祉用具

は、次のうちどれでしょうか？

　　①松葉杖　　　②車イス　　　③歩行器

ヒント：本紙 170 号（平成 25 年 6 月 20 日発行）で紹介しました

◆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＝１月１７日）

　歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として

１２月１日から１カ月間、全国いっせいに展開される募

金です。お寄せいただいた募金は、新年を迎える歳末

時期に、支援を必要とする人々が安心して暮らすこと

ができるよう実施している募金です。

歳末たすけあい募金

▲防災訓練にも積極的に協力




