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平成29年度共同募金運動中間報告［3月31日まで募金を受付けております］
〜皆様からのご協力に厚く感謝申し上げます。〜
赤 い 羽 根 共 同 募 金
この募金額の７割が次年度に千葉県共同募金会から木更津
市社会福祉協議会に配分され以下の事業に活用されます。
１．心配ごと相談所事業
２．地区社協活動推進連絡会運営事業
３．福祉まつり
４．福祉施設・団体に助成
５．地域福祉活動計画推進事業
６. 広報・啓発の充実
７．ボランティア活動支援育成事業
８．災害ボランティアセンター資材調達

今年度皆さまから寄せられた募金
平成30年2月19日現在 （単位：円）
目標額
募金合計
達成率

10,650,000
9,992,923
93.83%

災 害ボランティアセ
ンター立ち上げ訓練

歳 末 た す け あ い 募 金
皆さまの善意の募金は
①支援が必要な低所得世帯への見舞金
②福祉施設への助成
③放課後児童クラブ（学童保育）への助成
として活用させていただきました。

＜収入＞歳末たすけあい募金
平成30年2月19日現在
前年度繰越金
本年度募金額
合 計
＜支出＞歳末たすけあい配分内訳
福祉施設
放課後児童クラブ（学童保育）への助成金
低所得世帯
事務費
赤い羽根共同募金事業へ
年度末繰越金
合 計

（単位：円）
950,688
4,893,422
5,844,110
（単位：円）
389,700
458,100
2,930,000
36,300
940,000
1,090,010
5,844,110

木更津市社会福祉協議会

学童保育ゆめいろはうす

介護支援専門員募集

クリスマスパーティー2017

資格 介護支援専門員、普通自動車運転免許（AT限定可）
勤務日・時間 月曜日から金曜日（土・日・祝日・年末年始休業）
午前8時30分〜午後5時15分
処遇・福利厚生 基本給 月額200,000円〜
通勤手当、資格手当、時間外手当、賞与（年2回）
試用期間あり、定期昇給あり
社会保険、労働保険加入、退職金制度あり
有給休暇あり、転勤なし
詳細は、HPをご覧いただくか、お電話等でお問い合わせください。
問合せ 介護支援係 ☎（23）2642
この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

平成29年度歳末たすけあい配分実施事業
今年は朝から夕方まで一日使ったクリスマスパーティーになり、プ
レゼント交換・ゲーム（Xʼmas.ver）・お楽しみおやつ・クリスマス工
作・職員による劇などイベントが盛り沢山になりました。
子どもたちが一番笑ってくれたのは、職員による劇『三匹の子ブ
タ』でした。少しアレンジを効かせたストー
リーと職員ならではのアドリブ演技などで会
場は大盛り上がりとなりました。
楽しい一日の終わりには、自分たちで作っ
た工作とサンタさんからのお菓子の入った大
きな長靴をおみやげにもらいニコニコ笑顔で
学童保育歳末行事
帰宅しました。

市民の皆さまの善意を福祉事業へ

恒例の地区社協によるもちつき

〜ご協力ありがとうございました〜

実利益

て福祉事業︵心配ごと相
談︑災害関係等︶に活用
させていただきます︒
福祉バザーにご協力
くださいました皆様方
に対し厚く御礼申し上
げます︒

9,643点
1,376,027円

寄贈品

福祉バザー実績報告

去る２月３日︵土︶に
実 施 し ま し た﹁ 福 祉 バ
ザー﹂は皆様のあたたか
い善意により寄贈品や
お米︑新鮮野菜のほか現
金寄附も多数寄せられ
ました︒また︑当日は地
区社会福祉協議会によ
る焼きそば︑豚汁︑コー
ヒ ー︑ わ た あ め な
どの模擬店やフ
リーマーケッ
トの出店があ
り多くの方々
にご来場いた
だ き ま し て︑
大盛況に終わ
ることができ
ました︒
この収益金は
社会福祉協議会の
貴重な自主財源とし

場外販売（中庭）

第33回

福 祉 き さ ら づ

平成30年3月1日

平成29年度法人会員のご紹介
合計 172件 1,920,000円（敬称略：2月16日現在）
（アイウエオ順）

会員名

1 アイ・マリッヂコラム（同）
2 アイワ測量設計（株）
3 アトムケア（株）
4 安成建設（株）
5 （医）恒久会
6 （医）社団 鵬会 高名清養病院
7 （医）社団 邦清会 木更津東邦病院
8 epm不動産（株）
9 岩崎物産（株）
10 岩根保育園
11 ウスキジャパン（有）
12 NPO法人ウェルビーイング
NPO法人キッズなび畑沢学童保育所
13
くじらクラブ
14 （学）君津学園
15 （学）暁星国際学園
16 （学）紅陵学院
17 カシダス木更津
18 かずさ国際行政法務事務所
19 かずさファシリティサービス（株）
20 金生警備保障（株）
21 （株）アイベル
22 （株）葵商事
（株）アズライフ木更津
23
有料老人ホーム木更津真心生楽館
24 （株）石川商事
25 （株）エス・エム・シー
26 （株）エノモト防災工業
27 （株）大鳥ほけん
28 （株）小倉鑿井工業所
29 （株）角井
30 （株）鹿島商店
31 （株）かずさクリーンシステム
32 （株）金田臨海総合
33 （株）金綱硝子店
34 （株）木更津企業管理センター
35 （株）木更津ビューホテル
36 （株）キミツ鐵構建設
37 （株）協同建設
38 （株）黒田不動産鑑定
39 （株）三枝建設
40 （株）サンワビジネス
41 （株）写楽館
42 （株）鈴木電気管理事務所

会員名

43 （株）すず陶
44 （株）セントラルサービス
45 （株）センプラザ
46 （株）タカサ
47 （株）たからや
48 （株）竜場工務店
49 （株）中央鈑金
50 （株）テツゲン
51 （株）東和機材
52 （株）冨田屋商店
53 （株）トルー
54 （株）ハマダ
55 （株）富士屋ホテル
56 （株）ペッパーズパントリー
57 （株）ホリウチ
58 （株）ホンダカーズ木更津
59 （株）松浪工務店
60 （株）松本
61 （株）三笠地所
62 （株）みどりの風
63 （株）美濃忠
64 （株）安川組
65 （株）ラポール
66 関東自動車工業（株）
67 木更津市遺族会
68 木更津市国際交流協会
69 木更津市赤十字奉仕団
70 木更津市農業協同組合
71 木更津市老人クラブ連合会
72 木更津市6漁業協同組合連絡協議会
73 木更津商工会議所
74 木更津茶華道の会
75 木更津・袖ケ浦遊技業組合
76 木更津リサイクル（株）
77 喫茶せいべ
78 君津牛乳（有）
79 君津信用組合
80 共栄運輸（株）
81 共和建設（株）
82 協和自動車（有）
83 桑田輪業
84 玄々堂木更津クリニック
85 厚生水産
（株）
86 興和建設（株）

〔第146号〕（2）
木更津市社会福祉協議会の福祉事業に対するご理解・ご賛同をいただ
き、たくさんの企業および事業主の方々からご協力をいただきました。今
後ともみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。
会員名

会員名

87 （一財）
木更津市水道サービスセンター
88 佐々木サッシ鋼業
（有）
89 さんあい
90 三栄港運
（株）
91 シーデーシー情報システム
（株）
92 児童養護施設 野の花の家
93 （一社）
君津木更津医師会
94 （社医）社団 同仁会 木更津病院
95 新日鐵住金
（株）君津製鐵所
96 すまいるリハビリサービス（株）
97 善光寺
98 セントラル（株）
99 綜和熱学工業
（株）
ソニーグローバルマニュファクチャ
100
リング＆オペレーション
（株）
101 大一木更津青果
（株）
102 タカナシ輪業
103 拓殖大学紅陵高等学校
104 千葉ネスコ
（株）
105 千葉ミート食品
（株）
106 東亜建設工業
（株）
107 東京ベイプラザホテル
108 特別養護老人ホームさつき園
109 トムラ美容室
110 日鉄住金環境
（株）君津支店
111 日豊興産
（株）千葉事業所
112 日豊電材
（株）木更津事業所
113 日本賃貸保証
（株）
114 羽山建設
（有）
115 一二三開発重機
（株）
116 ヒラノ商事
（株）
（福）
かずさ萬燈会
117
特別養護老人ホーム中郷記念館
118（福）
木更津むつみ保育園
119（福）
慈心会 木更津南清苑
120（福）千葉育美会
121（福）長須賀保育園
122（福）梅香会
123（福）
みづき会
124 藤川旅館
125 フラワープロデュース
126 ベルエステート（株）
127 星野電器
128 細矢建設
（有）

129 ホテル割烹いづみ
130 ホテル銀河
131 マサキ商会
132 マリン産業（株）
133 みずの洋品店
134 みつわ幼稚園
135 みやま創作所
136 三好家
137 明王丸商事
（株）
138 谷中造園土木
（株）
139 八幡屋商事（株）
140（有）飛鳥測量設計
141（有）アポロドラッグ
142（有）安心の絆
143（有）イマキ造園土木
144（有）梅津測量事務所
145（有）大川海運
146（有）勝企画
147（有）カマダ
148（有）カメヤマ水管工業
149（有）萱野
150（有）木更津油脂
151（有）鬼頭建設
152（有）黒川電気
153（有）ケービーエス商事
154（有）SAKURAクリエイト
155（有）サンメイ
156（有）四宮測量設計
157（有）清水水産
158（有）新栄産業
159（有）鈴木商店
160（有）高木印刷
161（有）竹内商店
162（有）田園
163（有）ナラモト印刷
164（有）花のタカウラ
165（有）山孝食堂
166（有）山本住建
167（有）LEEテックス
168 両総通運
（株）
169 横峯ガラス
170 龍宮城スパホテル三日月
171 六幸電気工業（株）
172 ワタナベメディアプロダクツ
（株）

社会福祉協議会ホームページに掲載・団体ホームページへのリンクを貼っております。なお、お名前はご承諾いただいた法人様のみ掲載させていただいております。また、法人等の
名称については略語にて統一して掲載しております。

木更津市ファミリーサポートセンター

提供会員募集中

空いた時間を有効に使いたい、子育て支援のボランティア活動がし
たい、地域の子育てを応援したいとお考えの方（提供会員）を募集して
います。
ファミリーサポートセンターの活動とは・・・
子育ての手助けをしたい人（提供会員）と手助けをしてもらいたい人
（依頼会員）が会員となり、地域で子育てをたすけあう有償の相互
援助活動です。
活動内容
保育施設等（保育所･幼稚園･小学校･学童クラブ･習い事など）の
開始時までや終了後の預かり及び送迎 など
活動時間 午前6時〜午後8時の間で依頼のあった時間
活動報酬 1時間700円（送迎などにかかる実費は規定により別途
支払われます）
登録の手続きに必要なもの
印鑑と顔写真（縦3㎝×横2.4㎝）2枚、運転免許証などの市内在
住を証明できるもの
登録の条件
市内にお住まいの方。実 際 の活動を実 施 する前に
「育児サポート講習会」を受講していただきます。講
習会の日程は、随時ご案内いたします。
☆問合せ・申し込み☆
木更津市ファミリーサポートセンター
木更津市潮見２丁目９番地 木更津市民総合福祉会館2階
（木更津市ボランティアセンター内）
☎（22）3833 FAX（23）2615
開所時間 月〜金 9:00〜16:30（土日祝、年末年始は休み）
この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

中学生のための

学習支援教室の案内
①“中学生集まれ〜” 【生徒募集！】
「大学生のお兄さん・お姉さんが勉強を見てくれるよ」
②大学生のボランティア募集！
「中学生と一緒に宿題等をやってくれるボランティア募集中！」
週1回3時間程度 （シフトを組み、概ね3週間に1回程度）
交通費として1回1,000円程度支払います。
場 所 西清川公民館
日 時 平成30年3月６日・13日・20日・27日
毎週火曜日
午後5時30分から午後7時30分
※平成30年度は5月から毎週火曜日
の実施を予定しています。
（詳細は後日お知らせします）
持ち物 ○宿題や問題集など勉強したいもの
○教科書・辞書・参考書などで、勉強するときに必要なもの
○筆記用具
参加費 無料
問合せ 地域福祉係
☎（25）2089 FAX（23）2615

平成30年3月1日

福 祉 き さ ら づ

“おいしい食事”と“心地よい居場
所”を提供しています。
対象はこどもから高齢者までど
なたでも！
食材は善意の寄付・提供。調理、
運営はすべて、ボランティアスタッ
フ。
こどもがお腹いっぱいご飯を食
べること、こどもにとって普段はふ
れあいの少ない地 域のおとなの
方々との交流。年配の方のいきが
いの創生・孤立・孤食の解消。
忙しいお父さん、お母さんとさ
さやかな団らんの空間・こどもと
向き合う時間。
地域・世代を越えた“顔の見える人間関係の再構築”をすることで地
域での見守り・支え合いの促進を目指しています。
現在、調理スタッフが不足していますので力を貸してください。
日時 毎月第2・第4金曜17：30〜20：00
場所 八幡台公民館
費用 こども無料、おとな300円にて
協力 鈴木肉店（木更津市中央2-4-23）
問合せ 波岡WAVE 担当：堀切 携帯090-9102-3147

市民団体みらいコー
ディネーターズにより
昨年9月、木更津駅みな
と口から3分の市民活
動支援センター“みらい
ラボ”においてスタート
し、当初より市の学習
支援活動と連携しなが
ら地域のこどもたちが
置かれている貧困等に起因する様々な生きづらい状況に対し、食事を
通じて少しでもその支えになろうと活動しています。
こども食堂はこどもやその親だけでなく、地域のお年寄りや若者を
含む一般の人たちと一緒に食事をしたり交流したりすることで、こども
たちが居やすく・過ごしやすい場となることを目指しています。
運営スタッフは、木更津市内及び袖ケ浦・君津からのボランティアで、
来場者からの、
「とても雰囲気が良い」などの嬉しい声も頂きながら活
動の更なる定着・地域への浸透を図ろうと努力しています。今後とも皆
様のご支援ご協力をお願い致します。
日時 毎月第二木曜日 夕方6時半〜8時
場所 市民活動支援センター“みらいラボ”
費用 こども100円、大人100円以上
問合せ 山下 携帯090-2333-6561

〔第146号〕（3）

「い わねこどもサロ
ン」は昨年10月、こども
の居 場 所 づくりを目標
に、民生委員、民生委員
OB、そして地 域の方々
のお力添えをいただき
活動をスタートいたしま
した。
主な活動は、小・中学
生を対象に、寺子 屋・た
のしいごはん（こども食
堂）ということで、月に2回ほど、学校給食のない土曜日、日曜日のお昼に
岩根公民館で開催。参加はもちろん無料。勉強道具を持参し、2時間くら
いの間、まずは勉強。わからないところは指導担当に聞いて進めます。遊
びの時間もあり、その後、調理室で楽しいランチ。食材は近隣の皆さまの
寄付により調達。調理は、いわねこどもサロンのスタッフが従事しており
ます。
私たちがこどもだったときのように年上のこども達が年下のこども達
の面倒を見ながら一緒に学び、遊び、近所の世話好きのおばさんの家で
ご飯をおよばれするようなサロンになるよう、まずはできるところから一
歩一歩、自分たちの身の丈にあった活動を継続すること。この活動が繋が
りの糸を少しずつ紡ぎだし、横に縦にと素敵な絆という広がりを織り成
す日が来ると信じております。
いわねこどもサロン
皆様のご寄付、おまちしております。お米、野菜、肉、調味料などなど！
連絡先 安藤順子
携帯090-2649-0007 facebook いわねこどもサロン

収集ボランティアのお知らせ
エコキャップ寄贈の報告

ご協力ありがとうございました。

収集期間：平成29年10月7日〜平成29年12月28日
世界の子どものワクチンや障害者施設等における雇用創出・自立支援
活動、CO2 の削減に役立っています。
154,284個 ≪累計5,800,347個≫
※収集場所：木更津市あけぼの園 木更津市潮見2-13-5
☎（25）2345

エステシャンが

訪問します
し す!
訪問歯科診療

訪問美容・エステ

ご予約ダイヤル

ご予約ダイヤル

木更津市東中央2-8-2 1階

dfes-tomura.com
dfes
dfes-tomura
tomura.com
com

木更津市東中央2-8-2 ２階

dfes-tomura.com
dfes
dfes-tomura
tomura.com
com

千葉県の認可を受けた安心の介護保険指定事業所でリフォームしませんか？
介護 険指定事業
出張・
現場調査 料です。
無
は
積
お見
に
軽
気
お
ださい。
ご相談く

介護保険の工事に
不安があるお客様

どこに相談したら
いいのかしら？
事業所番号:1271101741
業所番号:1271101741
〒292-0805 千葉県木更津市大和2-4-1 VIOS木更津A号室
お問い合わせ

会員募集！（市内在住）

☎0438-23-2111
原則60歳以上の健康で
働く意欲のある方

植木剪定、
塗装、
大工、
障子襖張り等、

経験者大歓迎
会員募集
！（市内在住）
豊かな知識と経験を活かしてみませんか？

公益社団法人 木更津市シルバー人材センター

☎0438（25）2433
この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

福 祉 き さ ら づ

平成30年3月1日

●各種相談（無料相談）

〜どうするこんなとき〜

相談内容

月

取下最終期日○月○日
○○省
民事訴訟○○センター

・メール編
コンテンツ料金が未納。
本日連 絡無き場合は法
的措置となる。
これらは詐欺の可能性があります。
業者への連絡は絶対にしないでくだ
さい。

あなたの山林を高く買います。
仮 想 通 貨を
買 いません
か？もうかり
ます。
投資をしませ
ん か？高 い
利 息 がつき
ます。
このような勧誘も詐欺の可能性があ
ります。
すぐに契約したり、
お金を渡し
たりしないでください。

消費生活センター相談員の橋口京子さんが、公益社団法人消費者関連専
門家会議（ACAP）消費者問題に関する「わたしの提言」において内閣府特
命担当大臣賞（最優秀賞）
を受賞しました。

木更津市社協への善意の寄付
〜心温まる善意の寄付ありがとうございました〜
寄付をいただいた方々は以下のとおりです。
受付期間 ：平成29年11月7日〜平成30年2月7日（順不同、敬称略）
寄 付 金 ・千葉県ヤクルト販売株式会社
・ヒラノ商事株式会社
・請西の丘音楽仲間きよみサロン
・文室安治
・木更津茶華道の会
・株式会社金田臨海総合
・和田和代
・有限会社アスカ
・有限会社安心の絆
・木更津リサイクル株式会社
・本立寺
・山田陽子
・里見浩太朗スペシャルチャリティショー実行委員会
寄 付 品 ・JA木更津市女性部たんぽぽの会

※善意の寄付をお待ちしております。
管理係

☎（25）2089

心配ごと相談
（電話相談可）

FAX（23）2615

4月に木更津市子育て
世代包括支援センターが開設します
平成30年4月に「木更津市子育て世代包括支援センター」が子育て
支援課内にオープンします。
センターでは、母子健康手帳の発行をスタートに妊娠期から子育て
期にわたるあらゆる相談に、母子保健コーディネーター（助産師等）、
保健師、保育士、発達相談員（臨床心理士・言語聴覚士等）等の専門職
が、相談を受け付けます。必要に応じて、適切な場所を案内します。
子育てに関する総合相談窓口は、木更津市役所朝日庁舎子育て支援
課内に設置します。
妊婦さんから就学前のお子さんを対象とした教室や相談事業を、木
更津市民総合福祉会館の3階の一部（和室、第3研修室、第4会議室）
を活用し実施していきます。
問合せ 木更津市子育て支援課 ☎（23）7244

木更津市社会福祉協議会福祉事業の
一部終了のお知らせ
平成30年3月末を持ちまして以下の事業を終了いたします。
長年に亘り、ご支援、ご利用いただき誠にありがとうございました。
・訪問介護事業
・障害者居宅介護事業
この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

4月

2日（月）
・5日（木）
・12日（木）
13:00
19日（木）
・23日（月）

5月

7日（月）
・10日（木）
・17日（木） 16:00
28日（月）
・31日（木）

〜

②投資サギ

悩んだときは消費生活センターへご相談ください。
☎0438（20）2234 （受付時間 平日10時から16時）
消費者ホットライン ☎188
＊消費者庁イラスト集より出典

問合せ

会場

6月

☎（25）2089
※祝日は休み

4日（月）
・7日（木）
・14日（木）
21日（木）
・25日（月）

3月 12日（月）
・19日（月）
・28日（水）
法律相談
（要予約）
面談相談

☎（25）2089
※相談月の第1営業日の
13:00
午前8時30分より受付開始
・21日（月）
・23日（水）
5月 14日（月）
※祝日は休み
16:00
6月 11日（月）
・18日（月）
・27日（水）
・16日（月）
・25日（水）
4月 9日（月）

〜

契約不履行が
ある。連絡無き
場 合は財 産を
差押さえする。

消費料金に関する
訴訟最終告知の
お知らせ
管理番号（わ）123

電話

結婚相談

火

10:00 ☎（25）2089 内線24番
16:00 ※5/15・7/17（火）は休み

ボランティア相談

月〜金

ボランティアセンター
☎（25）2089 内線25番
16:00
※土日祝日は休み

〜

①架空請求サギ
・ハガキ編

時間

9:00

木更津市民総合福祉会館︵木更津市潮見2丁目9番地︶

く・知っとく

日

1日（木）
・5日（月）
・8日（木）
3月
15日（木）
・22日（木）
・26日（月）

〜

ふ

〔第146号〕（4）

≪休館日のお知らせ≫
月

3月

4月

5月

6月

問合せ

木更津市民
総合福祉会館

18日（日）
21日（祝）

15日（日）
29日（祝）
30日（振休）

3日（祝）
4日（祝）
5日（祝）
20日（日）

17日（日）

木更津市
潮見2−9
☎（23）2611

木更津市老人
福祉センター

5日（月）
12日（月）
19日（月）
21日（祝）
26日（月）

4日（月）
11日（月）
18日（月）
25日（月）

木更津市
十日市場826
☎（98）6651

施設名

2日（月）
・9日（月） 3日（祝）
・4日（祝）
16日（月）
・23日（月） 5日（祝）
・7日（月）
29日（祝）
14日（月）
・21日（月）
30日（振休）
28日（月）

広報紙「福祉きさらづ」広告募集！
年間4回発行、
（ 7月1日、
9月1日、（枠広告の規格と掲載料金）
12月1日、
3月1日）
毎号41,500部を
1区画
縦4㎝×横5.5㎝ 4区画
発行し、
新聞折り込みで各世帯へま
縦8.2㎝×横11.2㎝
11,000円
た各公民館・行政機関などへ配布し
37,000円
ております。
2区画縦4㎝×横11.2㎝

20,000円

問合せ 地域福祉係 ☎（25）2089 ＦＡＸ
（23）2615
E-mail info@kisarazushakyo.or.jp

芥川賞受賞‼ 木更津市在住の若竹千佐子さん
木更津市在住の若竹千佐子さんのデビュー作『お
らおらでひとりいぐも』が、第54回文藝賞につづき、
2018年1月には第158回芥川賞を受賞し、先日、発行
累計50万部を突破した。これは芥川賞受賞作として
は又吉直樹『火花』、村田沙耶香『コンビニ人間』に
次ぐ部数だ。
本作の主人公は74歳の「桃子さん」。夫を亡くし、
子どもたちとも疎遠となり、飼い犬も死んでまさに
「おひとりさま」の老後を過ごす彼女の頭の中から、
作家 若竹千佐子さん
ある日故郷の言葉である東北弁が溢れ出す。
「©小林紀晴」
東北弁と標準語がリズムよく入り混じり、清新な文
体で桃子さんの心のうちを描き出す本作が、いま大きな反響を呼んでいる。
「こんなに晴れがましいことになって、ただのおばちゃんなのに、今でも信
じられません」と語る若竹さんもまた、55歳の時に夫を亡くした。その後8年
かけて都内の小説講座に通い、本作を書き上げた。
「『63歳の新人』と言われて、とても嬉しく、背筋が伸びる気持ちです。何
をするにも、始めるのに遅すぎることはないんだということを、みなさんに
思ってもらえたら」
若竹さんがこれから作家としてどんな作品を書いていくのか、とても楽し
みだ。

『おらおらでひとりいぐも』
若竹千佐子 河出書房新社刊

〜 皆さまのご意見をお聞かせください。 〜
FAX：23-2615 E-mail：info@kisarazushakyo.or.jp

