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編集・発行

　木更津市社会福祉協議会では、家庭学習習慣や生活習慣づくりを目的に、中学生を対象にした学習支援教室を開催しています。
　平成29年12月からモデル的に開催していましたが、今年度から木更津市の委託事業として、市内3つの地域で開催できるようになりました。
　今年度、新たに採用した「学習支援員」と「学習支援補助員」が調整役となり、すべての場所で大学生などの学生ボランティアと地区社会福祉協議会な
どの住民ボランティアが参加して、楽しい学びの場をみんなで手づくりしています。中学生とボランティアが、勉強だけでなく、時にはレクリエーションな
どの楽しい交流体験を通して、ともに考え、ともに語ることのできる地域の居場所づくりを目指しています。

若者　 学びの場

生徒募集
対　象	 市内在住の中学生
　　　		（保護者による送迎が可能な生徒）
日時・場所
地　区 日　時 場　所

岩根地区 月（17：30～19：30）
土（10：00～12：00）

住吉集会所または新御堂寺
岩根公民館（毎月1回）

三中地区 火（17：30～19：30） 西清川公民館

一中地区 木（17：30～19：30） きさらづみらいラボ

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。）
定　員	 各会場20名

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
ランティアを募集中！
活動日時	 毎週月・火・木曜日と毎月1回土曜日
	 	午後５時00分～午後８時00分（土曜日は午前9時30分～午

後0時30分）
	 	都合の良い日・曜日での参加で構いません。交通費（定額）を

支給します。

生徒のコメント
卒業生N.Iさん

 	あまり学校では得られない特別な時間を過ごすことができまし
た。質問しやすい雰囲気で、分からないところをすぐに聞ける学校とも塾
とも違った学びの場所です。将来大学生になったら、ボランティアとして参
加したいと思います。

中学生A.Iさん
 	ここに通いはじめてから、テストの点数がすぐに上がったわけでは

ないけれど、大学生のみなさんが丁寧にわかりやすく教えてくれます。

ボランティアのコメント
大学生ボランティアグループ「みなとまちなかFriendship」

 	子どもたちに対して親身に接して、楽しく、また来たいと思える居
場所づくりを心掛けています。子どもたちが、勉強の楽しさや、やりがいを
得る場所です。塾とは違いますが、学びに対する意識が変わり、新しい世
界が広がります。

木更津高専学生ボランティア
 	今は、ボランティアがたくさんいるので、マンツーマンに近い形で勉

強しています。普通の塾とは違い、フレンドリーな形でやっています。

学習支援員の紹介
小

お び

尾  哲
て つ ろ う

郎
小学校教師として市内を中心とした小学校に36年間勤めてきまし
た。今年から社会福祉協議会の「学習支援事業」に参加させていた

だくことになりました。今までの経験を活かし、子どもたちのために、少し
でもお役に立てればと思っていますので、よろしくお願いいたします。

鶴
つ る お か

岡  敦
あつし

中学校教師として定年を迎え、今年から「学習支援事業」に参加さ
せていただくことになりました。子どもたちのために、頑張ってま

いりますので、よろしくお願いいたします。

　学習支援教室の夏休み特別企画を実施します。みなさんの参加をお
待ちしています。
日時：令和元年7月30日（火）12時30分～16時00分（12時～受付）
場所：清和大学　本館1階1109教室
内容：映画上映・講演会
	 	不登校ゼロを目指した学校の取り組みを題材としたドキュメンタ

リー映画「みんなの学校」の上映と、作品の舞台となった大阪市
立大空小学校の当時の校長だった木村泰子氏による講演会

参加対象者：市内在住・在勤・活動されている方で、
	 ①学習支援教室に参加（予定）している児童・生徒とその保護者
	 ②学習支援教室に参加（予定）しているボランティア
	 ③	子ども食堂など、子どもに関する取り組みや業務に関わってい

る方
定員：50人（先着順）　　　参加費：無料
申込み：  「参加申込書」（http://www.kisarazushakyo.or.jp/）に必

要事項を記入の上お申し込みください。（FAXまたはE-mail）
　　　	後日、参加の可否についてご案内いたします。

〒292-0834　木更津市社会福祉協議会　地域福祉係
木更津市潮見2-9（木更津市民総合福祉会館内）
☎25-2089　FAX23-2615
E-mail：shakyo-vc@kisarazushakyo.or.jp

研修会のお知らせ

申込み・問合せ先

中学生の学びを応援する学習支援事業
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みなさまからの会費が地域福祉活動を支えています

　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地域をめざし
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、この会費
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、ぜひご協力くださ
いますようお願い申し上げます。

会費の種類と金額   ※会費は何口でもお申し込みいただけます。

○一般会費　一世帯	 300円/年 （ 地区社会福祉協議会を通じて、皆さまに
  　ご協力いただいております。）

○特別会費　一口	 1,000円/年 （本会活動にご賛同いただいた方）

○法人会費　一口	 10,000円/年 （企業・団体・法人等）

○ 特別会費、法人会費については前年度会員様へ会費納入のご協力案内をさせていただいておりま
す。納入方法は振込用紙でのお振込み、または集金（関係者等へ依頼）、社会福祉協議会事務局へ
お持ちくださるようお願いいたします。

平成30年度の会費実績
ご協力いただきありがとうございました。
一般会費 36,080世帯 　10,057,700円
特別会費 980件 1,279,000円
法人会費 184件 2,060,000円

合　計 13,396,700円

令和元年度　～社協会員加入のお願い～

問合せ　管理係　☎（25）2089

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
生活支援体制整備事業（新規）
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の開催
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
学習支援事業

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・障害者総合支援法

に基づく事業の実施
9. 福祉施設の適正な管理運営

　木更津市地域福祉活動計画で掲げた「つながろう　木更津」を合言葉に、誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らしていけるよう、地域住民や行政機関、福祉関係団体、また民間の企業、
福祉事業者からの協力を得ながら、地域共生社会実現のため、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
市民後見人養成講座の運営
8.介護保険法に基づく事業の実施

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

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
●木更津市遺族会
●千葉県共同募金会木更津市支会
●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

平成30年度
事業報告・決算

令和元年度
事業計画・予算

10. 各種団体への活動支援
11. 法人運営部門の充実

収入の部
その他の活動による収入
10,237

繰越金
33,612

法人内部取引
5,551

共同募金配分金収入
11,729

事業収入
45,634 補助金・受託金収入

169,142

自主財源（会費・寄付金）
24,927

支出の部

法人・地域福祉事業他
152,135

成年後見支援
センター事業
12,030

福祉会館管理運営事業
18,950

当期末支払資金残高
40,336

介護保険事業
10,098

福祉作業所
管理運営事業
55,491

共同募金配分事業
11,792

収入・支出合計
300,832千円

収入の部 支出の部法人内部取引
7,929

法人・地域福祉事業
他 11事業
158,669

公益事業
19,476

介護保険事業
14,155

成年後見支援センター事業
14,966

福祉作業所運営事業
62,911

共同募金配分事業
11,541

前年度繰越金
5,250

共同募金配分金収入
11,541

その他の収入
202

事業収入
48,251

補助金・
受託金収入
185,656

自主財源
（会費・寄付金・
積立資産取崩）
22,889

収入・支出合計　281,718千円

単位：千円

　

単位：千円



会員募集！（市内在住）
会員募集！（市内在住）

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

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

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
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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31年2月6日～令和元年5月10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の削減等に役立っています。
　　135,837個　≪累計6,511,051個≫
※収集場所：木更津市あけぼの園　木更津市潮見2-13-5
使用済み切手の報告  ご協力ありがとうございました。

収集期間：平成29年4月21日～平成31年3月18日
　　33㎏　13,200円

使用済み切手・プルタブ・アルミ缶寄贈のお願い
　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。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。

忙しいママ・パパの子育てのお手伝い 〜ファミサポ〜

　指定障害福祉サービス事業所木更津市あけぼの園では、地域の方な
どからご提供いただいたペットボトルキャップの分別作業をおこなっ
ています。この分別したペットボトルキャップを民間の事業者に引き渡
すことで作業をした障害のある人たちの工賃となっています。
【問合せ】木更津市あけぼの園　☎25-2345

毛糸で作ったアニマルポンポン
★ストラップタイプ
★ピンタイプ

各500円 【問合せ】介護支援係　☎（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

新作紹介

　「ファミリーサポートセンター（愛称　ファミサポ）」
は、子育てを手伝って欲しい人(依頼会員）と手伝いた
い人（提供会員）が会員となり、地域で子育てを助け合
う有償相互援助活動です。

活動内容：保育園・幼稚園・習い事への送迎、預かり等
依頼会員：市内在住・在勤の生後６か月から小学６年生のお子さんのいる方
提供会員：市内在住の２０歳以上で育児サポート講習を受けた方
両方会員：依頼会員と提供会員を兼ねる方
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（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）
提供会員の声

お子さんは前回できなかったことができるようになっていて、成長に
目を見張るものがあります。お子さんの成長や親子との交流、感謝

の声は、活動の大きな励ましになります。
依頼会員の声

仕事に早く出ないと行けないとき、園まで送迎していただけるのは
本当に有難いです。

両方会員の声
他県に住んでいた時、依頼会員として子どもを保育してもらい助か
りました。

　木更津市では両方会員として登録し、少しでも恩返しができればと活
動しています。

育児サポート講習会のご案内
　ファミリーサポートセンター事業の提供会員または両方会員で活動し
ていただくために、下記の講習会を受講していただく必要があります。
　講習会は、年間に数回開催する予定ですので、すべての日程が参加でき
なくても結構です。
日程表	 会場：木更津市民総合福祉会館

日程 時　間 講習項目

7 月 17 日（水）

  9：00 ～ 10：00 開講式　ファミリーサポート事業に
ついて

10：00 ～ 12：00 子どもの遊び
13：00 ～ 14：30 子どもの栄養と食生活 1
14：40 ～ 16：40 保育の心

7 月 19 日（金）
13：00 ～ 14：30 子どもの栄養と食生活 2
14：40 ～ 16：40 安全・事故

7 月 22 日（月）
10：00 ～ 12：00 小児看護の基礎　1
13：00 ～ 15：00 子どもの世話

7 月 25 日（木） 10：00 ～ 12：00 身体の発育と病気
7 月 26 日（金） 10：00 ～ 12：00 小児看護の基礎　2

7 月 29 日（月）
10：00 ～ 12：00 事業を円滑に進めるために
13：00 ～ 15：00 心の発達とその問題

　講習会の申し込みは下記問合せ先まで。また、講習受講の際お子様の
保育を希望される場合は、お申し込み時にお申し出ください。
【問合せ】木更津市ファミリーサポートセンター
　　　　 ☎０４３８-２２-３８３３　担当：天海、井手口、平野
　　　　 開所時間　月～金（祝日、年末年始を除く）９:００～１６:３０

あけぼの園通信

ひとつひとつ
手作り
しています
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●各種相談（無料相談）7月〜10月の予定
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 4日（木）・11日（木）・18日（木）

13:00

～

16:00
☎（25）2089
※祝日は休み 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 1日（木）・8日（木）・22日（木）

9月 5日（木）・12日（木）・19日（木）

10月 3日（木）・10日（木）・17日（木）・31日（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

7月 8日（月）・24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月 19日（月）・28日（水）

9月 9日（月）・25日（水）

10月 21日（月）・23日（水）

結婚相談 火
10:00

～

16:00

☎（25）2089　内線24番
※7/16・8/13・9/17　
（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23日（火）・8月27日（火）
9月24日（火）・10月29日（火）

9:00

～

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≫ 7月〜10月の予定
月

施設名 7月 8月 9月 10月 問合せ

木更津市民
総合福祉会館

15日（祝）
21日（日）

11日（祝）
12日（振休）
18日（日）

15日（日）
16日（祝）
23日（祝）

14日（祝）
20日（日）
22日（祝）

木更津市
潮見2−9　

☎（23）2611

木更津市老人
福祉センター

1日（月）
8日（月）
15日（祝）
16日（振休）
22日（月）
29日（月）

5日（月）
11日（祝）
12日（月）
19日（月）
26日（月）

　2日（月）
9日（月）
16日（祝）
17日（振休）
23日（祝）
24日（振休）
３０日（月）

7日（月）
14日（祝）
15日（振休）
21日（月）
22日（祝）
28日（月）

木更津市
十日市場826　
☎（98）6651

〜  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

〜心温まるご寄付
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31年2月7日～令和元年6月4日（順不同、敬称略）
寄 付 金	・ヒラノ商事株式会社
	 ・祇園親和会
	 ・TOTOリモデルクラブ木更津店会
	 ・株式会社ミサレージュ
	 ・アピタ木更津店
	 ・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
	 ・株式会社WATANABE
	 ・髙栄建装株式会社
	 ・共和建設株式会社
	 ・東京ベイプラザホテル
寄 付 品	・株式会社エコス
【問合せ】管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

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

　少人数での自立訓練（機能訓練）を行っています。
　作業療法士が身体機能評価を行いご利用者様
おひとりおひとりのお体の状態にあったリハビリメ
ニューを立案します。
（午前・午後の2部制）
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、難病

等を患っている方
	 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。
　詳しくはお気軽にご連絡・ご相談ください。
【問合せ】あくてぃぶ　☎（20）2080

「身体障害者リハビリセンター
あくてぃぶ」利用者募集

～「音訳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」を音訳した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　介護支援係　☎（23）2642

日常生活自立支援事業
生活支援員の募集

　日常生活自立支援事業は、定期的な訪問により、福祉サービスの利用や、
日常的な金銭管理をお手伝いすることで、高齢者や障害者の方々が住み慣れ
た地域で安心して生活できるように支援する事業です。
　生活支援員は、一定の研修を受けていただき、社協の非常勤職員として利
用者宅を定期的に訪問し、支援を行います。

勤 務 場 所　本会が指定した場所
仕 事 内 容　	利用者との契約書及び計画書に記載されたサ－ビスの提供に

関する業務
賃　　　金　時給1,000円	 賃金締切日　毎月末日
通 勤 手 当　規定により支給	 賃金支払日　翌月25日

　生活支援員として活動していただける方は、お電話等でお問い合わせくだ
さい。
【問合せ】きさらづ成年後見支援センター　☎（22）6226　FAX（22）3550

社会福祉法人　千葉いのちの電話
第32期ボランティア相談員募集

1．応募資格	 ①年齢20歳以上（2019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	 2019年9月～2021年2月
3．受 講 料	 有料
4．申込締切	 7月31日（水）当日消印有効
◎問合せ・申込み先
　　　社会福祉法人千葉いのちの電話　事務局（月～金9:00～17:00）　
　　　☎043-222-4416・ホームページ千葉いのちの電話


