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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

　君津市社会福祉協議会は、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。

　地域での住民同士のつながりは希薄化し、福祉ニーズが多様

化している現在の社会において、地域でお互いに支えあうこと

が求められており、本会では「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を推進していきます。

　また、本年度は第二次君津市地域福祉活動計画の推進初年度

にあたり、行政をはじめとする関係機関と連携を深めながら計

画を推進していきます。

２０１４.４.１７ 第１７５号

平成２６年度　君津市社会福祉協議会の事業計画
平成２６年度予算の要旨　　　（単位：千円）

社会福祉事業 公益事業

事業活動収入 176,769 52,636
事業活動支出　 191,051 45,004
事業活動収支差額①  △ 14,282 7,632
施設整備等収入 1,000 0
施設整備等支出　  2,200 0
施設整備等収支差額② △ 1,200 0
その他の活動収入 32,858 9,755
その他の活動支出　 22,371 15,232
その他の活動収支差額③ 10,487 △ 5,477
予備費支出④ 1,755 2,155
当期資金収支差額⑤
（①＋②＋③－④）

△ 6,750 0

前年度繰越金⑥ 6,750 9,400
次年度繰越金⑤＋⑥ 0 9,400

「住民主体」「住民参加」による

　地域福祉を推進

主な事業内容
　法人運営部門
・一般会員・賛助会員の募集、福祉チャリティーイベントの

開催による財源確保

・卒寿（９０歳）記念事業、障害児者・ひとり親家庭バスハ

イク、健康と福祉のふれあいまつり、車イスの貸出しなど

の社会福祉事業の実施

・広報紙「福祉きみつ」発行やホームページ公開による広報

啓発

・君津市社会福祉センターや君津市福祉作業所などの指定管

理施設の運営

　地域福祉活動推進部門
・市内８地区社会福祉協議会の活動の支援・援助

・第二次君津市地域福祉活動計画の推進

・社会福祉関係団体の活動の支援・援助

・君津市ボランティアセンターの運営、ボランティア養成講

座の開催などボランティア活動の推進

・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練などの災害時支援

体制の整備

・小中学校での福祉体験出前講座、高校生介護体験学習会の

開催など福祉教育の推進

　福祉サービス利用支援部門
・きみつ後見支援センターの運営による高齢者や障害者など

の財産管理、福祉サービス利用援助等日常生活の自立支援

・低所得世帯や障害者世帯等への生活福祉資金等の貸付

・ふれあい相談室の運営による相談援助

　在宅福祉サービス部門
・会員制の有償による在宅福祉サービスの提供（あんしん事業）

・君津市ファミリーサポートセンター事業による子育て支援

・ホームヘルパー派遣やケアプラン作成などの介護保険事業

 事業計画及び予算の詳細はホームページで公開しています



②

情報伝言板情報伝言板

　全国民生委員児童委員連合会では、昭和５２

年の民生委員制度創設６０周年を期して、５月

１２日を「民生委員・児童委員の日」としてい

ます。民生委員は、民生委員法により住民の

中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱します。

また、児童委員は、児童福祉法によって民生

委員が兼ねており、児童福祉問題を専門に担

当する主任児童委員もいます。

　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。現在、君津市の民生

委員・児童委員の総数は１７６人で、常に住民

の立場にたって、安心で暮らしやすい地域社

会をつくるために活動しています。

　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。

問 君津市社会福祉協議会　☎ 57-2250

１．福祉サ－ビスの利用をお手伝いします
〔福祉サービス利用援助〕 
●福祉サービスについての情報提供を行います

●福祉サービスの利用開始や中止に必要なことを

　一緒に考えながら手続き

　をします

●福祉サービスの苦情解決

　制度利用に関する手続き

　をお手伝いします

職種・採用人数　一般職１名

受験資格　次の全て事項を満たしている方
　　　　　（１）社会福祉主事任用資格を有する方　
　　　　　　　　  （三科目主事を除く）
　　　　　（２）昭和５３年４月２日以降に生まれた方

　　　　　（３）普通自動車運転免許取得者

上記のほか、社会福祉士資格を保有していればなお可

試  験  日　平成２６年５月２５日（日）

試験会場　君津市保健福祉センター

受付期間　４月２１日（月）から５月１4 日（水）

申 問 　君津市社会福祉協議会　☎ 57-2250

「 き み つ 後 見 支 援 セ ン タ ー 」

 社会福祉協議会 をご利用ください！ 

君津市社会福祉協議会の

職　員　募　集

君津地区自閉症協会「にじの会」講演会
　自閉症をはじめとする発達障害について知っていただ

くこと、理解をしていただくことを目的に、自閉症啓発

デー（４月２日）記念講演会を開催します。

演　題「気になる子への丁寧な子育てと支援」

講　師　武藤直子氏（臨床心理士・親子相談センター所長）

日　時　平成２６年４月２７日（日）12：30 ～ 15：30
　　　　　　　　　　　　　　　　（受付 12：00 ～）

場　所　君津市生涯学習交流センター（久保 2-13-2）

参加費　無料

申 問 君津市ボランティアセンター　☎ 55-0294

　「きみつ後見支援センター」は、日常生活を送る

上で ､ 十分な判断ができない方や、体の自由がきか

ない方が地域で安心して生活できるように支援する

ところで、次のようなサービスを行っています。

２．お金の管理をお手伝いします
〔財産管理サービス〕
●医療費や税金 ､ 公共料金等の支払いをお手伝い

　します

●通帳から生活に必要なお金を

　払い出してお渡しします

３．大切な書類や印章などをお預かりします
〔財産保全サービス〕
●年金証書や預貯金通帳、不動

産権利証書、契約書類、印章（は

んこ）などを預かり、大切に保

管します　

問 きみつ後見支援センター　☎０４３９－５５－０４５４

　５月１２日は
「民生委員・児童委員の日」

君津市社会福祉協議会の

職　員　募　集
君津市社会福祉協議会の

職　員　募　集



１１１Ｎｏ.

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  日　月～金曜日（祝祭日除く）
開設時間　９：００～１７：００

③

平成26年度
ボランティア事業年間計画
★高校生介護体験学習（7 月）

★傾聴ボランティア講座（秋頃）

★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27年２月）

☆詳細はその都度「ボランティアひろ

ば」に掲載します。（　）内は予定です。

日　　時：① 11/1（土）開演 17：30

　　　　　② 11/2（日）開演 16：00

　　　　（開演前にグッズ購入のため早目の出発予定）

場　　所：日本武道館

活動内容：君津バスターミナルから会場までの高速バ

スやタクシー乗降の際の車イスの積み降ろ

し、移動の際の車イス介助（トイレ・食事

介助不要）

★チケット代、交通費、食事代等は依頼者が負担します。

★年齢・性別は問いません。

★１日のみの活動でも可。

★跳んだり跳ねたり、踊ったり、一緒に楽しんでいた

　だける方ならどなたでも OK!! 

★ TOKIO ファン大歓迎！！

★気軽にお茶したり、交流しましょう♪

　今後もグラウンドゴルフ、ボウリン　

グ大会等のボランティアも募集中♪♪

問 君津市ボランティアセンター

身近にできる「収集ボランティア」！ 

〜小さな子どもからお年寄りまで、
　誰もが参加できる ｢ ボランティア活動 ｣ 〜

　君津市ボランティアセンターでは、下記のと

おり収集活動を行っています。

使用済切手の活用

使用済みカードの活用

・買取り業者に売却し、ボランティア

活動のために使われます。

プルタブの活用

・プルタブ買取り業者に売却し、車イス基金と

して積み立てています。（プルタブ約 800 ㎏

で車イス１台が購入できます）

書き損じ（未使用）ハガキの活用

・郵便局で手数料を負担して、ハガキや切手に

交換し、ボランティア情報提供の通信用に活

用します。

収集場所　君津市ボランティアセンターへ

　　　　　お持ちください。

ボランティア募集
TOKIO コンサート同行支援

　第１７回君津市ボランティアの集い報告
2/22（土）小櫃公民館にて開催

　まだ雪の残る中、過去最多総勢 200 名もの参加となり大盛況

で終えることが出来ました。

　地元出身の篠田基行氏による基調講演「ジェスチャーソングで

事始め」で参加者と共に頭と体を使い、楽しく笑いながら今後の

活動に活かせる健康体操、参加グループ紹介や活動状況の披露。

地元の安全食材を使った美味しいお弁当を食べながらの懇親・交

流会では素敵な踊りやハーモニカ伴奏による唄、代々受け継がれ

てきた神楽舞の披露、地元パワーをもらって帰りました。

　〜はじめよう！　ボランティア活動〜
ボランティア活動をはじめてみたい！　関心がある！・・そんな方はぜひボランティア登録を！！

君津市ボランティアセンターまでお越しください♪



〒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、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/

　私たちは、明るい元気なあいさつができる学校をめざしていま

す。その取り組みとして、毎週水曜日にあいさつ運動を行い、素

敵なあいさつをした人をお昼の放送で紹介しています。

　また、エコキャップを集め、命を救う活動にも取り組んでいま

す。前年度は、約百人分のワクチンが買えるほど、集めることが

できました。これからも、世界の命を助けられたらと思います。

　他にも、稲作活動として、高学年と低学年がペアとなり全校で

田植えや稲刈りもしています。作ったお米を君津市の学校給食に

使ってもらいました。私は、そのことをほこりに思っています。

これからも、小糸の温かい環境に見守られながら、生きていきた

いです。

君津市立

小糸小学校

わたしたちの
学校を
紹介します

６年　保
や す だ

田　咲
さ き

希

④

 
おしえて福祉の

◆第 174 号解答◆Ｑ．「ほのぴー」の首の葉は？
　　　　　　　　　Ａ．キャラボク（キャラ）
当選者　磯貝明夫さん　周藤まり子さん　鉢窪文子さん
　　　　藤尾利子さん　渡辺駿太さん

善意ありがとうございます
平成 26 年２月１日～３月 31 日

〈社会福祉協議会一般寄付〉　　　　　　（順不同）
藤本全道様、周南国民学校昭和１７年卒業生一同様、

太巻き寿司ボランティアわかば様、ユニー株式会社

アピタ君津店様、匿名１件

「集まったプルタブは何㎏？」

　君津市ボランティアセンターでは「プルタブ」の収集を行っ

ていますが、昨年１年間でボランティアセンターにお寄せいた

だいたプルタブの量はどのくらいでしょうか？

ヒント：福祉きみつ１７３号に掲載しました

　　　① 50 ㎏　　　　② 100kg　　　　③ 180 ㎏

◆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＝５月１６日）

　老人福祉法に基づく福祉施設で、法律上の

名称は「老人デイサービスセンター」。日中に

通所（日帰り）し、入浴や食事、レクリエー

ション、機能訓練、日常生活上の世話や機能・

適応訓練などの提供を受ける施設。

「デイサービス
    センター（高齢者）」

福祉きみつの配布方法が変わりました
　福祉きみつの配布方法及び発行回数が、今号から下記のとおり変更になりました

従　　　来 変　更　後

発行回数
年６回
偶数月の第３木曜日

年４回
４・７・１０・１月の第３木曜日

配布方法 自治会を通じて毎戸に配布 自治会を通じて回覧

　福祉きみつは自治会回覧のほか、本会窓口および市内の下記施設で配布しています

　　君津市役所（厚生課窓口）、行政センター、公民館、コミュニティーセンター、君津駅（連絡通路掲示板）、

　　きみつ偕楽園、ゆうゆう館、中央図書館、子育て支援センター、生きがい支援センター、内みのわ運

　　動公園（市民体育館）、市民文化ホール、など

　君津市社会福祉協議会では、身近な場所で多くの方に「福祉きみつ」を手に取って読んでいただけるよう、

順次配布場所を増やしていく予定です。

　また、配布に協力していただける事業所や商店等も募集していますので、ご連絡をお待ちしています。

▲児童会役員による「あいさつ運動」


