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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）と仕事を休め
ない時に子どもを預かって欲しいなど、子育ての手助けをしてもらいた
い方（依頼会員）を募集しています。

提供会員

（子育ての手伝いを受けたい人）

（子育ての手伝いをやりたい人）

☆市内在住･在勤で生後６ヶ月
から小学校６年生までのお子
さんがいる方

⑤利用料支払
③活動前の三者打合せ
（初回のみ）

①援助依頼

アドバイザー

☆市内在住の心身ともに健康な
方（男女・資格は問いません
が、基礎講習を受講していた
だきます。）

②活動依頼

☆援助可能な提供会員を探して依頼会員に紹介します。
☆センターでは、活動中の万が一の事故等に備え、保険に加入しています。

会員登録時に必要なもの
○依頼会員…印鑑、顔写真（縦3㎝×横2.4㎝）2枚、市内在住・在勤
を証明できるもの（運転免許証・社員証 等）
○提供会員…印鑑、顔写真（縦3㎝×横2.4㎝）2枚、市内在住を証明
できるもの（運転免許証 等）
提供会員は登録後、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。
【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：天海・井手口 ☎（22）3833 FAX（23）2615

老人クラブ会員募集
木更津市老人クラブ連合会（木老連）
では、会員を随時募集しています。
市内にお住まいのシニアの皆様、
一緒に元気に楽しく活動しませんか？
市内に老人クラブは27クラブあり、各クラブで活動内容は様々です。
例）グラウンドゴルフ、カラオケ、例会、日帰り旅行、創作活動、ボラン
ティア活動など。また、木老連主催のスポーツや文化イベント等もあり
ます。
まずは、お気軽に事務局までお問合せください。
名称が平成31年4月1日より木更津市シニアクラブ連合会に変更にな
ります。

老人クラブ加入促進イベント開催
（千葉県老人クラブ連合会・木更津市老人クラブ連合会 共催）
シニアの皆様を対象に、老人クラブの活動やお住まい
近隣の老人クラブをご紹介させて頂きます。
ぜひお立ち寄りください。
■日時 平成31年2月15日（金）
・16日（土）
午前10時30分〜午後3時
■場所 アピタ木更津店
【問合せ】木更津市老人クラブ連合会事務局
（木更津市社会福祉協議会内） ☎（25）2089
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。

木更津市社会福祉協議会

④援助活動

依頼会員

滝口 君江

木更津市ファミリーサポートセンターのしくみ

会長

活動時間 午前6時〜午後8時
利用料
1時間700円／子ども1人
・送迎などにかかる実費は規定に
より別途支払われます
・同世帯から複数の子どもを預か
る場合は、2人目以降の分は1時
間350円／人
・預かるお子さんの対象年齢は、
生後6ヶ月から小学校6年生まで

50

を推進する﹁生活支援体制整備
事業﹂に取り組む準備を進めて
いるところです︒
これからも﹁つながろう木更
津﹂を合言葉に︑安心して住み
続 け る こ と が で き る︑ 地 域 の
方々に必要とされる︑地域福祉
の推進役を目指して参ります︒
どうか今後とも皆様のご理
解︑ご協力を賜りますようお願
いいたします︒
迎える２０ １９ 年が皆様に
とって︑輝かしい１年になりま
すように︑ご祈念申し上げます︒

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

平成最後の年末にあたり︑ま
た︑来年には新しい時代を迎え
るに際し︑日頃からの皆様の温
かいご支援とご協力に心から感
謝を申し上げます︒
本年は︑社会福祉法人木更津
市社会福祉協議会が誕生して︑
年という記念すべき︑そして
改めて歴史を振り返ることがで
きた意義深い１年となりました︒
本協議会では︑将来に向けて︑
地域住民の皆様の参加・協力の
もと︑福祉コミュニティづくり

木更津市ファミリーサポートセンター
提供会員・依頼会員募集中！

﹁新しい年を迎えるにあたり﹂

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
木更津市潮見2丁目9番地
☎0438
（25）
2089 FAX０４３８
（２３）
２６１５
HP http://www.kisarazushakyo.or.jp
E-mail info@kisarazushakyo.or.jp

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会設立50周年記念

木更津市社会福祉協議会

福祉バザー

社会福祉協議会の財源は、会費、市補助金・
委託金・赤い羽根共同募金配分金・寄附金か
ら構成されています。しかし、住民生活に密着
した福祉事業を取り組むためには、自主財源
の確保が必要です。
そこで、財源確保のため福祉バザー実行委
員会を設置して、
『福祉バザー』を開催いたし
ます。
この収益金は、心配ごと相談所運営事業・ボランティア活動推進事業な
どに活用していきます。

と き：平成31年2月2日（土）
（雨天決行）
10：00〜13：00ごろ
※午前9時30分より入場整理券配布
（入場整理券は小学生以上の方に限ります）

ところ：木更津市民総合福祉会館
寄贈品の受付
平成31年1月25日（金）から平成31年1月29日（火）の期間、木更津市民
総合福祉会館で受付します。品数が多い場合は集荷に伺います。
ただし、生鮮食料品は2月1日（金）のみの受付です。
※食料品・日用雑貨・寝装品なんでもOKですが、新品・未使用品に限らせて
いただきます。
フリーマーケット出店募集
7区画 先着順
場所：福祉会館1階 市民ロビー（1区画 縦2m×横2.5m火気不可）
出店者は1区画1,500円の寄付をお願いします。
その他
※エコへのご協力を！ 当日お買い上げいただいた品物については、中身
を出さずにお持ち帰りください。また、品物を入れるエコバック等をご持
参ください。
※詳細については実行委員会事務局までお問合わせください。
【問合せ】
福祉バザー実行委員会事務局 木更津市社会福祉協議会内
☎（25）2089

福 祉 き さ ら づ

平成30年12月1日

木更津市社会福祉協議会
設立50周年記念

きさらづ福祉まつり2018

去る平成30年11月24日（土）に木更津市民福祉会館にて、木更津市社会福祉
協議会設立50周年記念「きさらづ福祉まつり2018」が開催されました。
当日は、大勢の皆様がご来場くださり、様々な市民の出会い・ふれあい・交流
の場ができ、有意義な時間を過ごすことができました。
オープニングとして県立木更津高校ジャグリング部によるジャグリング演技
で始まり、式典の部では、社会福祉功労者・高額寄附者の表彰を始め、今年度
は俳優の中尾彬氏と宝家5代目若女将の鈴木希依子氏を招いて「豊かに生き
る」をテーマに記念講演・対談を実施いたしました。
その他、社会を明るくする運動作文コンテストの優秀な作品の発表や、芸能
発表・作品展示販売・体験コーナー・模擬店等、皆様のご支援ご協力のもとによ
り盛大に行われました。
★受賞された皆さまおめでとうございます
社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）
※特別功労者
（有）アスカ
（有）安心の絆
※身体障害者相談員
野 中 道 男 古 山 日出男
※地区社協役員
山 口 歌 子
※社会福祉団体役員
小 髙 つる子 八 幡 裕 子 田 井 俊 行
社会福祉協議会会長感謝状
※高額寄附者
ヒラノ商事（株）
（株）金田臨海総合
日豊興産（株）
本立寺
（公社）全日本不動産協会千葉県本部
千葉県共同募金会会長感謝状伝達
（学）
君津学園木更津総合高等学校 （福）
長須賀保育園
木更津市役所職員組合
☆協力をいただいた団体等（順不同・敬称略）
千葉県立木更津高等学校
中尾彬＆鈴木希依子
Orquesta de la JIRAFA
木更津市ファミリーサポートセン
（キリン楽団）
ター
千葉県立木更津東高等学校
岩根小学校 時田愛里沙
清川中学校 松波怜実
大久保団地第二松柏会
妙蓮寺
波岡アロハスターズ
木更津市あけぼの園
三中学区社会福祉協議会
木更津金鈴ライオンズクラブ
二小地区社会福祉協議会
NPO法人やさしねっと結
木更津波岡こども食堂
（波岡WAVE）
木更津みなと口こども食堂
いわねこどもサロン
妙蓮寺こども食堂
中郷こども食堂
NPO法人一粒舎
小林商店
（株）金田臨海総合
木更津市手をつなぐ親の会
NPO法人たぬき工房
（福）
佑啓会ふる里学舎木更津
（福）みづき会
千葉石油
（株）
セントケア千葉（株）セントケア木更津 みなとまちなかFriendship
木更津茶華道の会
千葉県作業療法士会南総ブロック
タロット占いサークル
木更津市赤十字奉仕団
折り紙サークルコスモス
木更津漁業協同組合
印旛食肉センター事業協同組合
君津地区保護司会木更津支部
東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地
（株)明治関東支社
ヒラノ商事（株)
生活協同組合コープみらい

「地域で心の病を支える家族の集ま あいおいニッセイ同和損害保険（株）
り」
つくし会
千葉南支店木更津支社
☆協賛をいただいた企業・団体
（一財）
木更津自動車学校
（医）社団鵬会高名清養病院
岩崎物産（有)
NPO法人一粒舎
（株)金田臨海総合
かずさ国際行政法務事務所
かずさファシリティサービス
（株)
（学）君津学園
（株)エノモト防災工業
（株)安川組
（株)葵商事
（株)ハマダ
（株)プラスワンホーム
関東自動車工業（株)
木更津漁業協同組合
木更津吟詠会
木更津市農業協同組合
木更津富士屋季眺（富士屋ホテル）
共栄海運
（株)
kiyomidai café
小林商店
サンヨー建設
（株)
（福）長須賀保育園
（福）みづき会
（福）梅香会特別養護老人ホーム矢那 （福）かずさ萬燈会特別養護老人ホー
梅の香園
ム中郷記念館
（福）邦進会特別養護老人ホームかも （福）恒久福祉会地域密着特別養護老
めの森
人ホームさざなみ苑
（福）慈心会特別養護老人ホーム木更 （福）千葉育美会特別養護老人ホーム
津南清苑
波岡の家
（福）天祐会特別養護老人ホーム請西 （福）同仁会特別養護老人ホームしお
苑
かぜ
（福）鵬和会特別養護老人ホームさつ （医）社団恒久会介護老人保健施設メ
き園
ディケアーさざなみ
セントケア千葉（株）セントケア木更津 地域活動支援センターたぬき工房
東友電設（株)
スマートソーラー（株）
ハウスリファイン
ヒラノ商事（株)
（福）佑啓会ふるさと学舎木更津
マサキ商会
明王丸商事
（株)
（有)梅津測量事務所
（有)エムズ・インシュアランス
（有)勝企画
（有)飛鳥測量設計
（有)四宮測量設計
（有)和光測量設計
（有)三共土地建物
（有)鈴木肉店
（有)高木印刷
龍宮城スパホテル三日月
（有）
山村通信
（有）マサキ印刷
木更津中央ライオンズクラブ
（株）角井
DFES
（訪問美容）
DFES
（訪問歯科）
すまいるリハビリサービス（株）
（株）タカサ
木更津リサイクル
日鉄住金環境
（株)分析ソリューショ ナチュラルカフェ＋ショップ
ン事業本部
hanahaco

第68回千葉県社会福祉大会
平成30年11月9日（金）に千葉県社会福祉大会が
千葉県文化会館大ホール（千葉市）で千葉県・社会
福祉法人千葉県社会福祉協議会・社会福祉法人千葉
県共同募金会の主催で開催されました。
本市関係者の表彰は次のとおり。
（敬称略）
【千葉県知事表彰】
※共同募金運動奉仕者等
早 川 律 子
【千葉県社会福祉協議会会長表彰】
※優良市町村社会福祉協議会支部（地区）功労
二小地区社会福祉協議会
※社会福祉施設・団体関係役職員功労者
髙 木 淳 佳 齊 藤 雅 子
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【千葉県共同募金会会長表彰状】
※共同募金奉仕功労者
村 岡 富美子 佐 藤 ユキ子 髙 橋 利 親
竹 内 三 郎
※共同募金優良地区
曽根区
伊豆島上区
宿区
【千葉県共同募金会会長感謝状】
※共同募金奉仕功労者
臼 井 美枝子 平 野 玉 枝 前 田 裕 子
加 藤 則 子 伊 藤 のぶ子 重 城 忠 純
※共同募金優良地区
十日市場区
滝沢
桜井3丁目

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30年度全国社会福祉大会
平成30年11月22日（木）に全国社会福祉大
会がメルパルクホール（東京都港区）で厚生
労働省・社会福祉法人全国社会福祉協議会・
社会福祉法人中央共同募金会主催で開催さ
れました。
本市関係者の表彰は次のとおり。
（敬称略）
【中央共同募金会会長表彰】
※奉仕功労者
平 野 秀 和 小
桂 子

福 祉 き さ ら づ

平成30年12月1日

木更津中郷こども食堂

収集ボランティアのお知らせ
エコキャップ寄贈の報告
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ご協力ありがとうございました。

収集期間：平成30年7月5日〜平成30年11月2日
恵まれない世界の子ども達へのワクチン投与やCO 2 の削減等に役立っ
ています。
209,023個 ≪累計6,222,521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

アルミ缶・プルタブ・使用済み切手寄贈のお願い
換金をして、福祉体験学習で使用する器具の購入や
修理の費用などにあてられますので、ご協力お願い
します。アルミ缶は、軽く中を水洗いしてからお持ち
ください。切手は、四方に5ミリ程度の余白を残して
封筒やハガキから切り離してください。

こ う つ う い じ え ん ご き き ん

交通遺児援護基金を支給します。
（千葉県委託事業）
【支給対象】
陸上交通事故で父又は母（父又は母に
代わる立場にある者を含む）を失った18
歳未満（ただし満18歳以上でも高校在学
中の者を含む）の交通遺児

「中郷こども食堂」は今年９月、
中郷公民館を拠点としてスタートし
ました。現在の中郷地区は、高齢者
の増加やこどもの減少に伴う中学
校の統合をはじめ、地域の状況も変
わりつつあります。
現在全国的な広がりを見るこども
食堂は、こどもの孤食や食育、居場
所づくりに留まらず、高齢者や障がい者を含む地域住民の交流の場と
なっています。
伝統と歴史のある中郷地区で、こども食堂を通して多世代間の交流
の場が作れたら幸いです。まだ立ち上げたばかりで、改善点や充実し
なければならない点もありますが、一回一回の開催を積み重ね楽しい
空間づくりに努力してまいります。
皆さまの善意のご寄付やお米、野菜、肉、調味料などの食材提供に
感謝申し上げます。引き続きのご支援をよろしくお願いします。
また地元中郷地区の運営ボランティアさんを随時募集しております
のでご協力をお待ちしています。
日 時
場 所
費 用
問合せ

毎月最終土曜11：30〜13：30
中郷公民館
こども無料、おとな300円
高橋 携帯090-1816-1478

①見舞金
交通遺児又は世帯の方は地域の民生委
員児童委員へご連絡してください。
遺児となって1年以内なら見舞金を支給いたします。
○支給内容
（一世帯） 100,000円 但し、遺児が2名以上いる世帯について
は、2人目から各々に50,000円を加算

②勉学奨励金・激励金
支給対象交通遺児又は世帯の方で平成31年4月に小学校・中学校入
学する児童・生徒及び平成31年3月に中学校及び高等学校を卒業する
生徒
○給付内容
（勉学奨励金）小学校又は中学校の入学時
30,000円
（激励金）中学校卒業又は高等学校卒業時
60,000円
○申込方法
地域の民生委員または木更津市社会福祉協議会へお申し込み下さ
い。
（所定用紙有）
○申込み〆切 平成31年1月25日（金）迄
○給付時期
4月ごろ地域の民生委員児童委員がお届けします。
【問合せ・申込み】地域福祉係 ☎（25）2089 FAX（23）2615

〜歳末たすけあい募金へのご協力を!!〜
日頃から共同募金運動への心あたたまるご協
力を賜り厚くお礼申し上げます。
10月1日からの赤い羽根共同募金運動に引き
続き、12月1日から歳末たすけあい運動が実施さ
れます。
歳末たすけあい運動にお寄せいただきます募
金は、市内の低所得者等への配分や福祉施設の
歳末事業、また地域福祉の充実を図ることを目的に地区社会福祉協議
会への助成等に活用されます。
募金運動への趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしくお願い申し
上げます。

歯医者さんが

エステシャンが

訪問します !

訪問します !

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・お姉さんと一緒に勉強しよう！」
対 象 清見台周辺に在住の中学1年生から3年生
（保護者による送迎が可能な生徒）
場 所 清見台1丁目集会所（2月から西清川公民館に移動予定）
日 時 毎週火曜日（12/25・1/15・2/12・年末年始
はお休みです。）
午後5時30分から午後7時30分
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（参加にあたっては、事前申し込みが必要です。）

②“ボランティア集まれ〜！”【大学生等ボランティア募集】
「中学生と一緒に宿題やレクリエーションをやってくれる大学生などの
ボランティア募集中！」興味のある方、お問い合わせください。
活動日 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。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（少額）を支給します。）
【問合せ・申込み】地域福祉係 ☎（25）2089 FAX（23）2615

医療法人社団鵬会

KAKUIInterior
内装仕上工事
135

高名清養病院
完全療養病床
TEL 0438-22-6262（代）

http://kaku-i.co.jp
周年

介護老人保健施設

http://kaku-i.co.jp

ケアセンターきさらづ
TEL 0438-22-5544
木更津市長須賀1239

℡ 0438-37-4121

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

訪問歯科診療

ご予約ダイヤル

訪問美容・エステ

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

ご予約ダイヤル

●吸引・経管栄養が必要な方

きづな

ファミリーケアナースセンター絆
dfes-tomura.com

木更津市東中央2-8-2 1階

木更津市東中央2-8-2 ２階

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。

dfes-tomura.com

木更津市江川523ｰ2

困難事例は何でも
ご相談ください。

☎0438-53-8747

まちの相談室
まちの保健室

24時間365日

福 祉 き さ ら づ

平成30年12月1日

●各種相談（無料相談）

〜どうするこんなとき〜

相談内容

医療について
どんな医療を受けたいか、また病名
や余命を告知してほしいか、延命治療は
どこまで受けたいかなどについて考えま
しょう。

介護について
寝たきりになるなど介護が必要な状態
になったらどうしたいのか、またそのため
の費用はどうするかなどについても準備
しましょう。

相続について
財産や名義について整理し、相続税対
策についても検討しておくこと。
トラブル
を避けるためにも遺言書の作成をおすす
めします。

エンディングノート
家族に伝えておきたいことを記すノート
です。市販のものも多数あるので、自分が

書きやすいものを購入してもいいでしょ
う。最初から全部埋めようと思わず、書き
たいところ、書けるところから記入すると
挫折せずにすみます。

葬儀・お墓について
葬 儀 のスタイル、規 模、かなえてほ
しい希望などをまとめます。誰を呼ん
でほしいのか、連 絡 先のリストも作っ
ておくと 家 族 は とても 助 かりま す。
お墓についても先祖代々の墓に入りたい
のか、新しく建てたいのか、納骨堂や散骨
を選ぶのか家族の維持管理のしやすさも
含めて検討しましょう。

セカンドライフについて
終わりについて考えるだけ が 終 活
ではありません。終わりについて考え
ることで、それまでの人 生を思いっき
り充 実 させ た い！という前 向き な 気
持 ちに なることが 大 切 な目的 で す。
実現のために何をすればいいのか、楽し
みながら考えたいものです。

※自分自身で一番不安に感じている
ことや、取り組みやすいものから始
めてみるのも良いし、終活に関する
セミナーや説明会に参加するのも
良いでしょう。

〜

・17日（木）
・31日（木）13:00
心配ごと相談 1月 10日（木）
（電話相談可） 2月 7日（木）
・14日(木)・21日（木） 16:00
3月

法律相談
（要予約）
面談相談

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8月7日〜平成30年11月7日（順不同、敬称略）
寄 付 金 ・ヒラノ商事株式会社
・岩﨑 芳夫
・木更津商工会議所女性会
・日豊興産株式会社
・ネモト企画
・選擇寺仏教青年会
・遙の会
区
寄 付 品 ・関東郵政退職者同友会千葉県東部南部地区

※善意の寄付をお待ちしております。
☎（25）2089

平成30年度障害者週間特別企画

2018.12.8（土）
9:00〜15:00

FAX（23）2615

障がい者支援施設合同販売会
イオンモール木更津 サウスアトリウム

参加施設名
地域作業所hana
hanahaco
のぞみワークショップ
わかば
ふる里学舎木更津

販売商品・展示内容
焼き菓子・英字新聞エコバッグ
弁当・小物雑貨
ハーブティー・小物雑貨
マドレーヌ・手工芸品
パン・焼き菓子・ジャム
袋物・ストラップ・キーホルダー・
木更津市あけぼの園
革製品
オリーブファームかずさ せんべい
たぬき工房
革小物・染物・紙製品
ブル ー ベリーマフィン・ジャム・
一粒舎
クッキー
M工房
手工芸品

障害のある方の丁寧な作業
から作り出されたたくさん
の商品をぜひ店頭でご覧く
ださい。
皆様のご来店をお待ちして
います！

主催：木更津市地域自立支援協議会
お問合せ：木更津市障がい福祉課 ☎0438-23-8497

広報紙「福祉きさらづ」広告募集！
年間4回発行、
（ 7月1日、9 （枠広告の規格と掲載料金）
月1日、
12月1日、
3月1日）
毎号
1区画
縦4㎝×横5.5㎝ 4区画
41,500部を発行し、
新聞折り
縦8.2㎝×横11.2㎝
11,000円
込みで各世帯へまた各公民館・
37,000円
行政機関などへ配布しておりま 2区画 縦4㎝×横11.2㎝
20,000円
す。
【問合せ】
地域福祉係 ☎（25）2089 ＦＡＸ
（23）2615
E-mail info@kisarazushakyo.or.jp

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。

7日（木）
・14日（木）

1月

21日(月）
・23日（水）

2月

18日(月）
・27日（水）

☎（25）2089
13:00 ※相談月の第1営業日の
16:00 午前8時30分より受付開始
※祝日は休み

3月 11日（月）
・18日（月）
・27日(水)
結婚相談

火

10:00 ☎（25）2089 内線24番
※1/15（火）
・3/12（火）
16:00
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

後見相談

12月25日・1月22日
2月26日・3月26日
毎月 第4火曜日

9:00

9:00
16:00

きさらづ成年後見
センター
☎（22）6226

≪休館日のお知らせ≫
月
施設名

木更津市民
総合福祉会館

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〜

☎（25）2089
※祝日は休み
※7月より心配ごと相談は
木曜日のみとなりました

12月 10日（月）
・17日（月）
・26日（水）

木更津市老人
福祉センター

【問合せ】管理係

会場

〜

退職してからのお金について計画を立
てましょう。年金などの収入はどれくらい
あるのか、また支出は月々の生活費だけ
でなく、固定資産税や自動車税など年単
位の出費、数年単位で発生する家の修繕
費なども考慮しましょう。

電話

〜

お金について

時間

〜

残された時間をいかにして有意義かつ前向きで、
幸せに生き切るかを考える
ためのポイントを紹介します。
終活で考える7つポイント

日

12月 6日（木）
・13日（木）
・20日（木）

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

月

・

〜

ふ

〔第149号〕（4）

12月

1月

2月

3月

問合せ

16日（日）
23日（祝）
24日（振休）

14日（祝）
20日（日）

11日（祝）
17日（日）

17日（日）
21日（祝）

木更津市
潮見2−9
☎（23）2611
年末年始休み
12/28〜1/4

3日（月）
・10日(月） 7日（月）
・14日（祝） 4日(月）
・11日（祝） 4日(月）
・11日（月）
17日(月）23日（祝） 15日(火）21日（月） 12日(火）
・18日（月） 18日（月）
・21日（祝）
24日（振休）
28日(月）
25日(月）
25日(月）

木更津市
十日市場826
☎（98）6651
年末年始休み
12/28〜1/4

「心のバリアフリー研究会」
地域のしゃべり場!!!
日頃、困っていること・悩んでいること・考えていることを発言したい場を探
している人が集まっています。共感したり、新しい発見をしたりすることができ
るかもしれません。
参加時間は、途中参加でも大丈夫です。
事務局・問合せ先は、ありませんので、気になる方は直接会場にお越しくださ
い。どなたでもご参加できます。
みなさんで語り合いましょう。
☆開催日
①平成30年12月20日（木）17：00〜20：00
②平成31年 1月17日（木）17：00〜20：00
③平成31年 2月21日（木）17：00〜20：00
④平成31年 3月21日（木）17：00〜20：00
☆場所 木更津市市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」
（木更津駅西口より徒歩1分）
※もし不明な点などがありましたら下記にご連絡ください。
中核地域生活支援センター 君津ふくしネット ☎0439（27）1482

ご支援ありがとうございます
赤い羽根

法人会員

中 間 報 告

11月10日現在で総額6,398,514円（目標額達成率は
63.99％）の募金をお寄せいただきました。これまで、募金運
動にご協力いただきました皆様に、お礼と中間報告を申し上
げます。
皆さまからのご支援ご協力をいただき地域福祉事業を実
施しております。
平成30年度木更津市社会福祉協議会法人会員は181件
（平成30年11月10日現在）
2,030,000円の会費となりました。皆様のご加入ありがと
うございます。
会員の紹介は次号に掲載します。
特別会員：個人の方

会員募集！ 法人会員：会社、商店、団体など

1口 1,000円
1口 10,000円

〜 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

