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赤い羽根共同募金にご協力を
愛ちゃん

希望くん

運動期間 10月1日〜3月31日
今年で72回目を迎える「赤い羽根共同募金運動」が10月1日より全国一斉に始まります。
共同募金の約70%は、市内の子供たちや高齢者、障がいのある人等、支援を必要とする
方々を支援し、木更津市を良くするために使われます。残り30%は、県内の福祉施設などへ
助成され、さまざまな福祉活動に役立てられます。災害時には「災害ボランティアセンター」
の運営にも役立てられます。
みなさんのやさしさが、地域の身近な福祉活動を支えています。
赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします。
また、共同募金運動の一環として、12月からは歳末たすけあい募金も実施されます。
共同募金の寄付には税制上の優遇があります。
個人2千円を超える部分が所得税及び住民税の控除対象。法人は全額損金算入可

募金箱設置のお願い

街頭募金活動の日

募金箱設置にご協力いただける、会社やお店な
どを募集しています。
（設置場所）店内レジ脇、受付カウンターなど
（設置期間）運動期間（10月〜12月）
又は常設（1年）
問合せ 千葉県共同募金会木更津市支会
☎（25）2089 FAX（23）2615

平成29年度募金報告
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職域・団体募金

978,717円

イベント募金・他

78,436円
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予定日

10月1日（月）

10月8日（月・祝）

時間

10時〜16時

10時〜12時
13時〜15時

場所

・アピタ木更津店
・木更津駅周辺
・イオンタウン
木更津朝日
（カスミ）

・アピタ木更津店
・マックスバリュ請西店
・ベイシア金田店
・三井アウトレットパーク木更津
・イオンスタイル木更津店

びわぴよちゃん

募金の主な使いみち
共同募金の配分先

平成30年度配分
（29年度募金）

おもな使いみち

1.市社会福祉協議会の事業 広報紙の発行やホームページの維持管理やその他事業（福祉まつり等）の経費と
や行事に
して活用

2,798,000円

2.ボランティア活動支援に

研修会の開催、福祉教育用器材の購入･整備、災害支援活動（被災者支援を含
む）などの経費として活用

1,960,000円

3.心配ごと相談所に

法律･心配ごと･結婚の各相談所の運営経費として活用

1,288,000円

4.福祉施設や団体に

老人ホーム･障がい者施設･保育園･子ども会などの行事や物品購入の経費に活用

5.県内全域の福祉充実に

福祉施設･団体（高齢者･障がい者･児童）の物品購入や改修、災害見舞金や災害
時のボランティアセンター運営経費、共同募金運動の経費などとして活用

計 10,017,034円

合計（平成29年度募金実績）

966,000円
3,005,034円
10,017,034円

歳末たすけあい低所得世帯見舞金の申請受付がはじまります
★歳末たすけあい見舞金とは？
「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環として
『つながりささえあうみんなの地域づくり』をスローガンに、地域のみなさ
まや、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉関係者等の協力をいただ
きながら、誰もが地域で安心してあたたかいお正月を迎えることができる
ように支援するものです。
★見舞金配分の対象世帯（生活保護世帯は除く）
次の対象1または2に該当し、市社協会長が認めた世帯
●対象1
①市内に在住していること。
（施設入所者等は除く）
②世帯全員が平成30年度市県民税非課税の世帯でかつ
生活困窮な状態で支援を必要としている世帯
●対象2
①市内に在住していること。
（施設入所者等は除く）
②今年、生活困窮となり、特に援助を必要としている世帯
（事故・病気・失業などの具体的事由による）
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。

＊世帯の判断は同一建物内の居住者は、同一世帯とみなします。
◆申 請 方 法 ご本人からの申請が必要です。
所定の申請書に記入のうえ、社会福祉協議会まで提出してください。
申請書は社会福祉協議会事務局またはお近くの公民館・各地域包括支
援センターにあります。なお、お身体が不自由などの理由で、申請書が取
りにいけない場合などは、お問い合わせください。
◆申 請 期 間 10月1日（月）から10月15日（月）まで（消印有効）
※8日（祝）休館日を除く
◆見舞金の額
その年度の募金額と申請者数を考慮して、決定します。
決定金額は、決定通知書に記載いたします。
（参考） 平成28年度 1世帯当たり 10,000円・家族加算一人1,000円
平成29年度 1世帯当たり
9,000円・家族加算一人1,000円
問合せ

管理係

☎（25）2089

Fax（23）2615

福 祉 き さ ら づ

平成30年9月1日

〔第148号〕（2）

木更津市社会福祉協議会設立50周年記念

きさらづ ２０１8

福祉まつり

「きさらづ福祉まつり」は、老若男女、障がいのある方ない方、共に生
きる様々な方々が出会い、ふれあう交流の場です。
皆さんお誘いあわせのうえ、お越しください‼

中尾 彬 氏

日時

平成30年11月24日（土）
午前9時40分〜午後3時

場所

木更津市民総合福祉会館

内容

●オープニングセレモニー（9：40〜10：00）
・開会宣言
・木更津高校ジャグリング同好会の演技
●式
典（10：05〜10：55）
・社会福祉功労者表彰
●記念講演（11:00〜12:00）
※事前申込制 募集 100名

レモニー）
プニングセ
ー
オ
（
子
昨年の様

（表彰式）

講 師：中尾 彬 氏（俳優・木更津PR大使）
聞き手：鈴木 希依子 氏（宝家5代目若女将）
テーマ：「豊かに生きる」
（模擬店）
申込方法 往復はがきで、住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、10月5日（金）まで
に下記宛にお申し込みください。
鈴木 希依子 氏
（当日消印有効・応募多数の場合は抽選といたします。）
申 込 先 〒292-0834 木更津市潮見２-９
木更津市社会福祉協議会（福祉まつり記念講演受付係）
福祉まつり実行委員会では、
「きさらづ福祉まつり2018」の開催に必要な資金を
※1枚の往復はがきで3名様まで申込み可能とします。
得るために、まつりのパンフレットに広告を掲載する協賛者を募集しています。
○広告協賛金 1区画 5,000円
【中尾彬氏プロフィール】
※「きさらづ福祉まつり2018」の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
昭和17年木更津市に生まれる。木更津高校から武蔵野美術大へ進
問合せ <福祉まつり実行委員会事務局>
学し、在学中に日活ニューフェイスに合格。パリに留学後、日活を退社
木更津市社会福祉協議会 地域福祉係 ☎（25）2089
し、劇団「民芸」に入団。昭和44年フリーに。映画、舞台、テレビで俳
優・声優として活躍するほか、近年は、情報番組やバラエティ番組に
も多数出演。一方でフランスの絵画展「ル・サロン」でグランプリを受
賞するなどマルチな才能を見せる。妻は池波志乃で愛妻家として知ら
れる。著書に「カミさんの食卓」
「終活夫婦」など。
●イベント（10：00〜15：00）
①芸能発表（木更津市あけぼの園・老人クラブ等）
②出店ブース（福祉施設等による展示販売・模擬店等）
③体験コーナー（生け花・お茶席・救急法等）
木更津市社会福祉協議会では、7月5日（木）アクアラインゴルフ
④展示コーナー（介護用品等）
クラブにおいて、木更津市社会福祉協議会設立50周年記念第2回
⑤スタンプラリー
木更津市福祉チャリティーゴルフ大会が開催されました。鴇田大
⑥協賛企業紹介コーナー 等
会実行委員長から、優勝者鬼頭 薫氏に優勝カップが授与されま
した。
＜報 告＞ 当日の参加人数：155名
優勝者：鬼頭 薫氏
地区社会福祉協議会敬老会の開催
協賛提供者：41団体、8名
市内在住の高齢者の方々をご招待し、市内15地区社協の主催で敬老会が開
協賛金：285,000円
催されます。各種芸能発表など楽しい企画が盛りだくさんです。
協賛品：325個 ゴルフ用品、優待券、食品、農産物、
日用品、飲料他
地区社協名
開催日時
開催場所

広告協賛者募集

〜長寿のお祝いと感謝の気持ちを込めて〜

太田中学校区社会福祉協議会
二 小 地 区 社 会 福 祉 協 議 会
岩根西地区社会福祉協議会
中 郷 地 区 社 会 福 祉 協 議 会
金 田 地 区 社 会 福 祉 協 議 会
富来田地区社会福祉協議会
請西・真舟小地区社会福祉協議会
清 川 地 区 社 会 福 祉 協 議 会
岩根東地区社会福祉協議会
三 中 学 区 社 会 福 祉 協 議 会
波岡東地区社会福祉協議会
波岡西地区社会福祉協議会
鎌 足 地 区 社 会 福 祉 協 議 会
一中西部地区社会福祉協議会
一中東部地区社会福祉協議会

9月 9日
（日）木更津市老人福祉センター
9月29日
（土）木更津市民会館中ホール
9月30日
（日）木更津市立岩根小学校体育館
9月30日
（日）木更津市老人福祉センター
10月 6日
（土）木更津市立金田小学校体育館
10月 7日（日）木更津市立富来田公民館
10月 8日（月）木更津市民会館中ホール
10月14日
（日）木更津市老人福祉センター
10月28日（日）木更津市立岩根中学校体育館
10月28日
（日）木更津市立第三中学校体育館
10月28日（日）木更津市立八幡台小学校体育館
10月28日（日）木更津市立畑沢中学校体育館
10月28日
（日）木更津市立鎌足公民館
11月 3日（土）木更津市立中央公民館
11月18日
（日）木更津市老人福祉センター

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。

チャリティ収益金

400,000円

※多くの皆様方からのご協力に感謝申し上げます。

鴇田実行委員長

優勝者 鬼頭 氏
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収集ボランティアのお知らせ
☆エコキャップ・使用済み切手・プルタブ・アルミ缶集めています！
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、ご寄贈をお願
いします。
（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。アルミ缶
は、軽く中を水洗いしてからお持ちください。）

エコキャップ寄贈の報告
収集期間：平成30年4月26日〜平成30年7月4日
世界の子どものワクチンや障がい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。
75,379個 ≪累計6,013,498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

不要入れ歯・アクセサリー回収の報告
不要入れ歯
31件 340g 5,968円
2,983円（日本入れ歯リサイクル協会へ寄付）
5,968円（日本ユニセフ協会へ）
5,968円（木更津市社会福祉協議会へ）

平成29年度分

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！
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）と仕事の
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。
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
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

木更津市ファミリーサポート事業のしくみ
④援助活動

依頼会員

①援助依頼

⑤利用料支払
③活動前の三者打合せ
（初回のみ）

提供会員
（子育ての手伝いをやりたい人）

アドバイザー
（ファミリーサポートセンター）

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

会員募集！（市内在住）

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
日 時 毎週火曜日（9/18・25・10/9・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】

ご協力ありがとうございました。

（子育ての手伝いを受けたい人）

中学生のための

「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。）
申込・問合せ先 地域福祉係 ☎（25）2089 FAX（23）2615

テラコヤ妙蓮寺

こども食堂という、誰でも気軽に
来れる場所を設けることにより「世
代と家庭をこえた地域での顔見知
りの関係」の一助になり、同じ場所
で一緒にご飯を食べ、集まった皆さ
んが顔見知りとなっていける場の架
け橋になれればと、こども食堂をス
タートいたしました。
こども達が、様々な世代の方々とふれあい、学校では学べないこと
を学べる、みんなが笑顔になれるこども食堂を目指しています。
運営スタッフは初めての取り組みで緊張していますが、みんなで力を
合わせて頑張ります！またボランティアスタッフを募集しています！
こども達にとって世代をこえた方々とのふれあいがある場、親御さ
んやご年配の方にも楽しんで交流していただきながら、地域の顔見知
りの関係が生まれ、そこから絆ができることを心から願っております。
みなさまのご支援とご協力をお願いいたします。
日 時 第二回
9月8日（土）
11：30〜14：00
場 所 木更津寺請西南
2-13-12（妙蓮寺・食
堂）
（中台浄水場下）
費 用 こども無料、
おとな300円
★お肉・野菜・果
問合せ 厚見（あつみ）
物などの食材の寄
携帯 080-5886-3102
付をお待ちしてい
メール
ます。
terakoya.myo-renji@au.com

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
（市内在住）
豊かな知識と経験を活かしてみませんか？

会員募集！

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。

歯医者さんが

エステシャンが

訪問します !

訪問します !

訪問歯科診療

ご予約ダイヤル

公益社団法人 木更津市シルバー人材センター

☎0438（25）2433

こども食堂

dfes-tomura.com

木更津市東中央2-8-2 1階

訪問美容・エステ

ご予約ダイヤル
木更津市東中央2-8-2 ２階

dfes-tomura.com

福 祉 き さ ら づ

平成30年9月1日

●各種相談（無料相談）

〜どうするこんなとき〜

相談内容

く・知っとく

〜

・11日（木）
・18日（木）
10月 4日（木）
13:00
心配ごと相談
1日（木）
・8日（木）
（電話相談可）11月
16:00
15日（木）
・22日（木）
12月 6日（木）
・13日（木）
・20日（木）
9月

〜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30年6月6日〜平成30年8月6日（順不同、敬称略）
寄 付 金 ・ヒラノ商事株式会社
・株式会社竜場工務店
・請西の丘音楽仲間きよみサロン
・あすなろ歌謡会
・文室 安治
・木更津市退職公務員連盟
・千葉県立木更津東高校
寄 付 品 ・木更津市退職公務員連盟
・竹内 英夫

※善意の寄付をお待ちしております。
☎（25）2089

FAX（23）2615

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

12月 10日（月）
・17日（月）
・26日（水）
結婚相談

火

10:00 ☎（25）2089 内線24番
※9/18・11/13（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

9月25日・10月23日
11月27日・12月25日
毎月 第4火曜日

9月18日（火）から10月31日（水）
＜食品の回収＞にご協力ください
家庭で余っている食品をご寄贈
いただき、福祉施設や団体、困窮
する世帯、個人等に無償で提供す
るボランティア活動です。
寄贈食品で注意いただきたい点
①賞味期限が明記され、かつ2ヶ
月以上あるもの
②常温で保存可能なもの
③未開封であるもの
④破損で中身が出ていないもの
⑤お米は前年度産に限る（玄米可）
⑥アルコール類は受付けておりません
食品の受付
問合せ

木更津市民総合福祉会館内 木更津市社会福祉協議会
月〜金曜日 8：30〜17：15
管理係

☎（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。

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

9月

10月

11月

12月

問合せ

16日（日）
17日（祝）
23日（祝）
24日（振休）

8日（祝）
21日（日）

3日（祝）
18日（日）
23日（祝）

16日（日）
23日（祝）
24日（振休）

木更津市
潮見2−9
☎（23）2611
年末年始休み
12/28〜1/4

施設名

木更津市民
総合福祉会館

木更津市老人
福祉センター

3日（月）
・10日（月） 1日（月）
・8日（祝） 3日（祝）
・5日（月） 3日（月）
・10日（月）
17日（祝）
・18日（火） 9日（火）
・15日（月） 12日（月）
・19日（月） 17日（月）
・23日（祝）
23日（祝）
・24日（振休） 22日（月）
・29日（月） 23日（祝）
・26日（月）
24日（振休）

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

第44回（平成30年度）県民福祉セミナー
元NHKアナウンサーで、現在は国立成育医療研究センターもみじの家で
ハウスマネージャーを務めている内多勝康さんを講師にお招きし、県民福祉
セミナーを開催します。
日 時

平成30年11月9日（金）14時15分〜15時45分

会 場

千葉県文化会館

テーマ

「なぜ私は「もみじ家」のハウスマネージャーになったのか
〜NHKアナから医療的ケア児の現場へ〜」
国立成育医療研究センターもみじの家ハウスマネージャー
内多 勝康 氏

講 師

大ホール

定 員

500名（申込先着順）

申 込

申込書をFAXかHP内申込フォームから申込（定員を超えた場合の
み連絡します）
※申込書は10月1日付で本会ホームページに掲載

締め切り
参加費

第20回フードドライブ開催

10日（月）
・26日（水）

☎（25）2089
法律相談 10月
15日（月）
・24日（水）
13:00 ※相談月の第1営業日の
（要予約）
午前8時30分より受付開始
・19日（月）
・28日（水）16:00
面談相談 11月 12日（月）
※祝日は休み

意する
大雨によって氾濫の危険性がある
河川や用水路には近づかないように
しましょう。地面より低い道は冠水す
る危険があるので通らないようにし、
また浸水被害を受けやすい地下・半
地下から避難することが大切です。ふ
たが外れたマンホールに転落する危
険性があるので、冠水した道路には
近づかないようにしましょう。

☎（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した

〜

ち物に注意する

木更津市社協への善意の寄付

管理係

会場

〜

洪水の避難時は、上下が分かれて
いるレインコート等、動きやすい服装
を心掛け、軍手やヘルメットを身に着
け、長靴ではなく、
ひもで締められる
運動靴かトレッキングシューズを履く
ようにしましょう。
発災直後 冠水時の道路に注

問合せ

電話

〜

「急に真っ黒な雲が近づいてくる」
「雷鳴が聞こえる」
「稲光が見える」
と
いった天候の急変は、集中豪雨につ
ながる
「発達した積乱雲」が近づいて
いる兆しになります。天気予報での、
大雨や洪水の警報・注意報や雷注
意報はもちろん、
「大気の状態が不
安定」
「天気の急変」等の表現にも
注意しましょう。
発災直後 「水のう」を作って
ゴミ袋に半分程度の水を入れれ
ば、土のうの代わりの「水のう」を作
ることができます。
トイレや風呂場、
洗濯機の排水口等から水が噴き出
る場合があるので、水のうを置いて逆
流を防ぎましょう。また、土を入れたプ
ランターや水を入れたポリタンクをレ
ジャーシートで巻き込み連結すること

時間

木更津市民総合福祉会館︵木更津市潮見2丁目9番地︶

でも止水を行うことができます。
発災直後 避難時は、服装と持

浸水を防ぐ

日

9月 6日（木）
・13日（木）
・20日（木）

天候の変化に注意
する

事前準備

月

〜

ふ

〔第148号〕（4）

平成30年10月26日（金）
無料

申込書配布場所

各市町村社会福祉協議会、各市町村行政等
千葉県社会福祉協議会のHPからもダウンロードできます。

問合せ・申込み
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉協議会
☎043（245）1102 FAX043（244）5201
HP http://www.chibakenshakyo.com/

福祉会館改修工事のお知らせ
工事期間

平成30年9月21日(金)〜11月9日(金)

福祉会館3階トイレ改修工事に伴い、上記の期間2階（西側）
・3階のトイレ
の使用が出来なくなります。1階と2階（東側）のトイレは使用できます。
ご利用者の皆様には、ご不便をおかけしますがご理解、ご協力をお願い
いたします。
問合せ 木更津市民総合福祉会館 ☎（23）2611

〜 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

