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　日本財団様より身体障害者リハビリセンターあくてぃぶの送迎車を寄贈していた
だきました。
　障害をお持ちの方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、
また地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上が図られるよう必要なリ
ハビリテーションを提供している『身体障
害者リハビリセンターあくてぃぶ』の送迎
車両として使用しています。

日本財団より助成「日産キャラバン」日本財団より助成「日産キャラバン」

　成年後見制度は、認知症や知的障害など精神上の障害が理由で、判断能力が不十分な方を手助けする制度です。
　超高齢社会において、成年後見制度の利用が必要となる方の大幅な増加が見込まれている中、障害者や認知症高齢者の日常生活を社会
全体で支える仕組みが求められており、その担い手として期待されているのが市民後見人です。
　昨年、全国で家庭裁判所から選任された市民後見人289件のうち、木更津市社会福祉協議会が育成（木更津市からの委託）した市民後見
人5名が、千葉家庭裁判所木更津支部から選任されました。市民後見人が後見事務の担い手となることにより、さらなる成年後見制度の利
用促進が期待できます。木更津市社会福祉協議会は、後見監督人という立場から市民後見人の活動をバックアップしていきます。
　次のとおり「第2期市民後見人養成講座」を開講予定です。

目　　的   市民が後見業務に必要な知識を習得し、地域で後見人と
して活動することができるよう養成すること。

内　　容   市民後見研究会及びワーキング部会の検討による「市民
後見人養成のための基本カリキュラム」をベースに、後見
事務を適正・円滑に処理するために必要な知識、技能を
習得できるようカリキュラムを編成。

 ・後見人として必要な知識を習得する基礎研修
 ・演習や後見人同行を伴う実践研修

会　　場  木更津市民総合福祉会館

日　　程  基礎研修　計7日間　　実践研修　計3日間

基礎研修
10月  6日（土）・13日（土）
11月 10日（土）・17日（土）
12月  1日（土）・ 8日（土）・15日（土）

実践研修
12月 22日（土）
1月 12日（土）

講座期間中 随時1日

応募資格 　　　
　（1） ボランティア活動に意欲的で、高等学校を卒業した方、あるいは

それと同等以上の資格を有する市内在住の20歳以上の方。
　（2） 平成30年7月29日（日）開催の「成年後見制度研修会」、もしく

は、8月10日（金）14時からの受講説明会に参加できる方。受講
申込書類は、受講説明会で配布します。

「市民後見人養成講座」を10月開講予定!! 「市民後見人養成講座」を10月開講予定!! 

　おかげさまで、木更津市社会福祉協議会は平成30
年で設立50周年を迎えました。
　今日まで木更津市社会福祉協議会を支えて頂いた
みなさまに深く感謝と御礼を申し上げます。
　今年度は設立50周年記念事業として『きさらづ福祉
まつり2018』『チャリティーゴル
フ大会』『福祉バザー』を実施い
たします。また『記念誌』を発行
する予定です。
　各事業の協賛金を募集いたし
ますので、ご協力をお願い申し上
げます。

～おかげさまで
社協設立50周年!!～

　成年後見制度は、障害者や認知症高齢者の財産管理を含め、
医療・介護・福祉などの生活の基本となるサービスを適切に利
用し、日常生活を安心して送っていただくための制度です。
　どんな時に制度を利用するのか？手続き費用は？などなど、
皆さまの疑問に落語やトークでお答えします。

期　　日　7月29日（日）
場　　所　木更津市民総合福祉会館
　　　　　1階　市民ホール
対　　象　市内在住の人
定　　員　150人
参 加 費　無料
時　　間　午後1時～午後3時
内　　容　①落語で知ろう成年後見制度

落語家　桂 ひな太郎さんに
よる「成年後見落語」

　　　　　②制度説明の基礎的な講座
　　　　　③市民後見人養成講座（10月開講予定）事前説明会
申込方法　7月2日（月）から7月25日（水）までに住所・氏名・電

話番号・年齢を電話またはファックスで申し込み。
問合せ・申込み
　　　　　きさらづ成年後見支援センター
　　　　　☎（22）6226　Fax（22）3550

成年後見制度研修会・受講者募集

落語家
桂 ひな太郎さん



福 祉 き さ ら づ 平成30年7月1日 〔第147号〕（2）

 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。

1.在宅福祉サービスの充実　　
心配ごと相談所
歳末たすけあい配分
2.地域福祉ネットワークの推進
地区社協の活動支援
福祉まつりの開催
福祉団体への助成
福祉施設への助成
3.広報啓発の充実
福祉きさらづの発行
ホームページの運営
4.財源の確保・拡充
社協会員加入促進
共同募金運動協力
災害準備積立金積立
福祉バザー協力
福祉チャリティゴルフ大会協力
（新規）
5.ボランティア活動の推進
ボランティアセンターの運営強化
災害対応の強化
ファミリーサポートセンター事業
（新規）
学習支援事業（新規）

1. 在宅福祉サービスの充実　　
2. 地域福祉ネットワークの推進
3. 広報啓発の充実
4. 財源の確保・拡充
5. ボランティア活動の推進
6. 貸付事業の実施
7. 権利擁護の充実
8. 介護保険法に基づく事業の実施
9. 福祉施設の適正な管理運営
10. 各種団体への活動支援
11. 法人運営部門の充実

　木更津市地域福祉活動計画で掲げた目標「つながろう　木更津」を合言葉に、ともに助け合
い・支え合い、その人らしく豊かな生涯をおくることができる社会を築くため、地域住民や行
政機関、福祉関係団体、また民間の福祉事業者との協働により地域福祉を推進するため、次の
事業を実施しました。

6.貸付事業の実施
善意銀行
生活福祉資金
臨時特例つなぎ資金
7.権利擁護の充実
日常生活自立支援事業
成年後見制度に関する事業
8.介護保険法に基づく事業の実施
訪問介護サービス
（平成29年度で事業終了）
指定居宅介護支援サービス
9.障害者総合支援事業の実施
居宅介護サービス
（平成29年度で事業終了）
自立支援（機能訓練）サービス
10.福祉施設の適正な管理運営
木更津市民総合福祉会館管理運営
木更津市あけぼの園管理運営
木更津市老人福祉センター管理運営
11.各種団体への活動支援
●木更津市民生委員児童委員協議会
●木更津市老人クラブ連合会　　
●千葉県共同募金会木更津市支会
●木更津市ボランティア連絡協議会
●木更津市遺族会
●君津地区保護司会
●君津地区保護司会木更津支部
●木更津地区更生保護女性会
●木更津市赤十字奉仕団　
12.法人運営部門の充実
法人運営事業

誰もが安心して暮らせる街づくりを目指して

　社協では「つながろう木更津！」をテーマに誰もが安心して住み続けることのできるまちをめざして、
さまざまな活動に取り組んでいます。活動を支えているのは「社協会員」の皆様であり、皆様から納めて
いただく会費は、本会事業運営や地域活動を推進するための大切な財源となっております。皆様には本
会の趣旨をご理解いただき、本年度の会費納入につきましてご協力くださいますよう何卒よろしくお願
いいたします。

～平成29年度の会費収入報告～
一般会費 36,723世帯 10,001,000円
特別会費 888件 1,178,000円
法人会費 175件 1,950,000円

合　計 13,129,000円

平成30年度　～会費納入にご協力をお願いします～

○前年度会員としてご協力くださいました皆様へは、本年も前年同様に会費納入のお願いをさせていただきます。
　（依頼時期：6月）

平成29年度
事業報告

平成30年度
事業計画

問合せ　管理係　☎（25）2089

収入の部
前期末支払資金残高
27,553,021

その他の活動
による収入
9,786,930

施設整備等補助金収入
2,450,000
その他の収入
587,835
受取利息配当金収入
6,030
就労支援事業収入
2,029,888
後見事業収入
3,196,000

障害福祉サービス等事業収入
23,419,991

貸付事業収入
853,500

事業収入
1,119,014

介護保険事業収入
25,413,341

受託金収入
114,692,550

経常経費補助金収入
60,680,100

寄附金収入
18,233,749

会費収入
13,129,000

事業区分間繰入金収入
377,280

拠点区分間繰入金収入
1,712,447

サービス区分間繰入金収入
2,091,292

支出の部

福祉作業所
管理運営事業
55,795,046

法人運営事業
76,698,955

当期末支払資金残高
33,611,700

福祉会館管理運営事業
18,659,000居宅介護支援事業

9,381,015

成年後見支援センター事業　8,921,943

訪問介護事業
19,423,489

障害者
総合支援事業
7,261,196

ファミリーサポート
センター事業
2,760,000
身体障害者福祉センター
自立訓練事業
20,855,211
日常生活自立支援事業　1,849,734

老人福祉センター
管理運営事業
30,330,901

ボランティア活動促進事業　1,907,142

共同募金配分事業
11,662,100

善意銀行
貸付事業
1,291,000

生活福祉資金
貸付事業
4,852,536地域福祉事業　1,080,000

心配ごと相談事業　991,000

収入・支出合計
307,331,968円

収入の部 支出の部

サービス区分
間繰入金収入
2,359,000
　

拠点区分間
繰入金収入
3,339,000

法人運営事業
76,147,000

福祉会館管理
運営事業
18,950,000成年後見支援

センター事業
11,492,000
居宅介護
支援事業
14,166,000

共同募金
配分事業
12,010,000

福祉作業所
管理運営事業
59,120,000

ファミリーサポート
センター事業
3,560,000

善意銀行
貸付事業
1,030,000

身体障害者福祉センター
自立訓練事業
25,571,000

生活福祉資金
貸付事業
4,844,000

日常生活
自立支援事業
2,636,000

老人福祉センター
管理運営事業
26,490,000

地域福祉事業
1,080,000

心配ごと相談事業
991,000

ボランティア活動促進事業
2,284,000

前期末支払
資金残高
11,749,000

後見事業収入
3,100,000

就労支援事業収入
1,785,000

障害福祉サービス等
事業収入
25,571,000

その他の収入
175,000
受取利息配当金収入
12,000

介護保険事業収入
12,270,000

貸付事業収入　708,000
事業収入　486,000

受託金収入
121,242,000

経常経費補助金収入
61,502,000

寄附金収入
2,550,000

会費収入
13,132,000

事業区分間繰入金収入
391,000

収入・支出合計　
260,371,000円

会費の種類と金額

地区社会福祉協議会を通じてご協力をお願いしています。

○一般会費　世帯300円○一般会費　世帯300円 ○○法人会費：会社・団体・法人等：一口　10,000円法人会費：会社・団体・法人等：一口　10,000円○特別会費：一口　1,000円○特別会費：一口　1,000円

単位：円

単位：円（内部取引消去しない）

単位：円



幼児から高齢者まで、難病障害者、
医療的ケア児を含む全ての人の「安心の絆」
●独居老人・高齢者家族　●末期がん患者　●吸引・経管栄養が必要な方

☎0438-53-8747

定期巡回随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護サービス

困難事例は何でも
ご相談ください。

木更津市江川523ｰ2

ファミリーケアナースセンター絆
きづな

まちの相談室
まちの保健室
24時間365日

軽量！
21.6kg

コンパクト！
32cm

リーズナブル！
レンタル可能！

出張訪問試乗は無料です！お気軽にお問い合わせ下さい。

事業所番号:1271101741
〒292-0805　千葉県木更津市大和2-4-1

お問い合わせ☎0438-23-2111

ご予約ダイヤル

dfes-tomura.com

訪問美容・エステ

木更津市東中央2-8-2 ２階

エステシャンが

訪問します !

ご予約ダイヤル

dfes-tomura.com

訪問歯科診療

木更津市東中央2-8-2 1階

歯医者さんが

訪問します !

（原則予約制）

まで730
まま月

299,290円340,000円

240,000円、280,000円

480,000円 349,290円
620,000円 449,290円
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利 益 還 元 祭

KAKUIInterior

135
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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！」
　毎週火曜日・木曜日のそれぞれ3時間程度の活動です。（毎月予定を
確認しますので、毎回参加できなくても、都合の良い日・曜日の参加で
構いません。）
　交通費として1回1,000円程度支払います。
場所　清見台1丁目集会所・きさらづみらいラボ　等
日時　平成31年3月28日（木）までの期間で、
　　　毎週火・木曜日
　　　午後5時00分から午後8時00分
　　　年末年始等でお休みの場合があります。
問合せ　地域福祉係　
　　　　☎（25）2089　FAX（23）2615

中学生のための
学習支援教室を開催しています

KAKUIInterior

135

℡0438-37-4121

周年 http://kaku-i.co.jp

htthttp:/p://ka/ka/// ku iku-i co.co jp.jp

内装仕上工事内装仕上工事

　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
集します。
　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。

木更津市ファミリーサポートセンター
提供会員募集中！

日　　程　平成30年7月24日（火）10：00～15：40
内　　容　講義・グループ演習
会　　場　木更津市民総合福祉会館  1階  市民ホール
参加対象者  地区社会福祉協議会・自治会・ボランティア団体等に所

属し、地域福祉活動を実践されている方
受 講 料　無料
募集定員　50名（先着順）
申込方法　「電子メール」「FAX」にて申込ください。

※「コミュニティソーシャルワーカー養成研修会参加希望」
と記入の上、住所、氏名（ふりがな明記）、所属団体名、電
話番号（メールアドレス）・FAX番号、を書き入れて申込く
ださい。
※お弁当の注文を希望する方は、「弁当注文」と御記入くだ
さい。（600円程度で手配予定、当日受付にて代金をお支
払いください。）

申込締切日　平成30年7月17日（火）必着
こちらから申込を受け付けた旨の連絡はいたしません。
参加できない場合のみ連絡いたします。

問合せ･申込み　地域福祉係　☎（25）2089　FAX（23）2615
 　E-mail：kishakyo-vc@kisarazushakyo.or.jp

　地域福祉活動の実践に必要な「コミュニティソーシャルワーク」
に関する基礎知識を習得し、技能の向上を図るための研修会を開
催します。

コミュニティソーシャルワーカー養成研修会

「育児サポート講習会」の日程
日　程 時　間 講　習　項　目 講習時間

7月 9日（月） 13：30～14：30
開講式
ファミサポ事業について 1時間00分

14：40～16：40 保育の心 2時間00分
7月12日（木）13：30～15：00 子どもの栄養と食生活 1時間30分

7月19日（木）13：00～15：00 小児看護の基礎　1 2時間00分
15：10～17：10 安全・事故 2時間00分

7月26日（木）13：00～15：00 小児看護の基礎　2 2時間00分
15：10～17：10 子どもの世話 2時間00分

会　　場　木更津市民総合福祉会館
参加対象者 ＊子育ての手助けをしたい方
 ＊木更津市内に在住の20歳以上の方
 ＊心身共に健康である方 
 ＊援助活動に関し、理解と熱意のある方
 ＊資格、男女は問いません
受 講 料　無料
募集定員　30名（先着順）
申込方法  住所・氏名（フリガナ明記）・年齢・電話番号・

E-mailをご記入の上FAXにて申込みください。
 申込書はホームページよりダウンロードできます。
申込締切日　平成30年７月6日（金）必着
問合せ・申込み
　木更津市ファミリーサポー
トセンター　
　担当：天

あまがい

海・井
い で ぐ ち

手口
　☎（22）3833
　FAX（23）2615
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 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。

●各種相談（無料相談）
相談内容 月 日 時間 電話 会場

心配ごと相談
（電話相談可）

7月 5日（木）・12日（木）・19日（木）

13:00

～

16:00

☎（25）2089
※祝日は休み

 ※心配ごと相談は7月より
  木曜日のみとなります

木
更
津
市
民
総
合
福
祉
会
館（
木
更
津
市
潮
見
2
丁
目
9
番
地
）

8月 2日（木）・9日（木）
16日（木）・30日（木）

9月 6日（木）・13日（木）・20日（木）
10月 4日（木）・11日（木）・18日（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

7月 9日（月）・25日（水）
13:00

～

16:00

☎（25）2089
※相談月の第1営業日の
午前8時30分より受付開始

※祝日は休み
※8/13（月）は休み

8月 20日（月）・22日（水）
9月 10日（月）・26日（水）
10月 15日（月）・24日（水）

結婚相談 火
10:00

～

16:00

☎（25）2089　内線24番
※7/17・8/14・9/18
（火）は休み

ボランティア相談 月～金
9:00

～

16:00

ボランティアセンター
☎（25）2089　内線25番
※土日祝日は休み

後見相談 7月24日・8月28日・9月25日
毎月　第4火曜日

13:00

～

16:00

きさらづ成年後見支援
センター
☎（22）6226　

≪休館日のお知らせ≫
月

施設名 7月 8月 9月 問合せ

木更津市民
総合福祉会館 15日（日）・16日（祝） 11日（祝）・19日（日） 16日（日）・17日（祝）

23日（祝）・24日（振休）
木更津市
潮見2－9　

☎（23）2611

木更津市老人
福祉センター

2日（月）・9日（月）
16日（祝）・17日（火）
23日（月）・30日（月）

6日（月）・11日（祝）
13日（月）・20日（月）

27日（月）

3日（月）・10日（月）
17日（祝）・18日（火）
23日（祝）・24日（振休）

木更津市
十日市場826　
☎（98）6651

～心温まる善意の寄付ありがとうございました～
木更津市社協への善意の寄付木更津市社協への善意の寄付
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30年2月8日～平成30年6月5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
 ・木更津リサイクル株式会社
 ・公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部
 ・公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部内房支部
 ・證誠寺仏壮・仏婦会 ・祇園親和会
 ・アピタ木更津店 ・祇園むつみ会
 ・平良明子
 ・東京ベイプラザホテル
寄 付 品 ・久保政子
※善意の寄付をお待ちしております。
　問合せ　管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

～  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

①体調を整える 　　
　睡眠不足や風邪ぎみなど、体調の
悪いときは暑い日中の外出や運動は
控えましょう。
　睡眠不足や食生活が乱れないよう
に、日頃からの体調管理が必要です。

②気温・湿度のチェック
　熱中症は高温・多湿の環境に気を
つけることが大切です。室内ではエア
コンや扇風機で環境を整えることが
必要です。

③服装に注意
　通気性の良い洋服を着て、外出時
にはきちんと帽子や日傘で日差しを
遮るようにしましょう。

④こまめに水分補給
　「のどが渇いた」と感じたときに
は、すでにかなりの水分不足になって
いることが多いもの。定期的に少しず
つ水分を補給しよう。
　特に夏場は汗と一緒に塩分が失わ
れることを考え
ると、スポーツ
ドリンクなどを
飲むのがオス
スメです。

⑤年齢も考慮に入れて
　体内の機能が発育途中の子ども
や、体力が衰えはじめた高齢者は熱
中症になりやすい。年齢を意識して、
予防を心がけることも大切です。

～どうするこんなとき～

く 知っっととくく・・
ふ

熱中症にならないために

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

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、12月1日、3月1日）毎号
41,500部を発行し、新聞折り
込みで各世帯へまた各公民館・
行政機関などへ配布しておりま
す。

（枠広告の規格と掲載料金）
1区画
縦4㎝×横5.5㎝
11,000円

4区画
縦8.2㎝×横11.2㎝
37,000円

2区画縦4㎝×横11.2㎝
20,000円

社会福祉法人　千葉いのちの電話
第31期ボランティア相談員募集

1．応募資格 ①年齢20歳以上（2018年4月現在）②資格・経験不問　
 ③ 基礎研修講座第Ⅰ～Ⅳの各課程を原則全出席と宿泊研修に

出席できること
2．研修期間 2018年9月～2020年2月
3．受 講 料  有料
4．申込締切 8月13日（月）必着
問合せ・申込み
　社会福祉法人千葉いのちの電話　事務局（月～金9：00～17：00）　
　☎043（222）4322・ホームページ千葉いのちの電話

～17：00）　

（平成30年2月17日から3月31日）
合計3件　30,000円
ご支援ありがとうございました。

平成29年度法人会員のご紹介
会員名

１ ㈱大原興商
２ セントケア千葉㈱セントケア木更津
３ ヤマダ商会

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、日曜・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

木更津市社会福祉協議会　介護支援専門員募集

～「朗読CD」の貸出し～
　視覚障がいの方や最近文字がみづらくなって広報紙を「声」で情報を
得たいとお考えの方へ広報紙「福祉きさらづ」を朗読したCDの貸出し
サービスを行っております。希望する方は下記までお申し込
みください。
　登録後、広報紙発行毎に郵送にてお届けいたします。
申込み　地域福祉係　☎（25）2089

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12月29日～平成30年4月25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。

137,772個≪累計5,938,119個≫
※エコキャップ収集場所：木更津市あけぼの園　木更津市潮見2-13-5　☎（25）2345
プルタブ・アルミ缶寄贈の報告  470kg 28,200円《累計6,178kg》

収集ボランティアのお知らせ

「あくてぃぶ」利用者募集!!
利用できる方　年齢18歳以上64歳未満
　　　　　　　身体障害者手帳をお持ちの方、特定疾患の方
　　　　　　　木更津市・袖ケ浦市・君津市・富津市在住の方
　＊ 当事業所より片道30分程の範囲で送迎を行っております。時間範囲外の
方は要相談。公共施設への送迎も可能です。

　＊ 病院を退院してから期間が空いている方でもご利用し
ていただけます。

　詳しくは「リハビリセンターあくてぃぶ」までお気軽にご
連絡・ご相談ください。
問合せ　あくてぃぶ　☎（20）2080


