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編集・発行

営 業 日   月〜金　祝日・年末年始（12月29日〜1月3日）を除く
営業時間  午前の部　9：20〜11：20

 午後の部　14：10〜16：10
送迎範囲   木更津市内全域および近隣市 片道20㎞（30分程度）圏内

を対象に送迎。（それ以外の方は要相談）

お問合せ　木更津市潮見2丁目9番地
　　　　　（木更津市民総合福祉会館内）

☎0438-20-2080

ご利用者様の声

ご自宅の玄関まで送迎

車イ
スの
まま乗降できます

今日の体調は
いかがですか？
今日の体調は

いかがですか？

ちょっと
ひとやすみ
ちょっと

ひとやすみ

お体の
 状態に
 あった
  リハビリ
  メニュー
   を立案
   します。

お体の
 状態に
 あった
  リハビリ
  メニュー
   を立案
   します。

●立ち上がりや
　移動がスムーズ
　になりました。

●立ち上がりや
　移動がスムーズ
　になりました。

●家族の介護
　負担が
　減りました。

●家族の介護
　負担が
　減りました。

●同世代の人と
　話せて楽しい！
●同世代の人と
　話せて楽しい！

健康チェック

運動リハビリ
個別リハビリ

大人気の
起立台

スタッフから
愛情のこもった
お茶をどうぞ

お気軽に
ご相談
下さい。

スタッフ一同真心をこめて
サポートします。

こころとからだの
　　　　リハビリ

「できないことができるようになった～！」
「あくてぃぶにくるのが楽しみ！」など
　うれしい声がたくさん届いています。

　木更津市社会福祉協議会では、2016年に「身体障害者リハビリセンター
あくてぃぶ」を開所し、今年の4月で5年目を迎えます。
　さまざまなリハビリ器具が整備された訓練室となっており、午前・午後の
入れ替え制で看護師・作業療法士・生活支援員がリハビリを行っています。

こんにちは。

です♪

18歳以上65歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方
と難病を患っている方が対象の身体障害者リハビリ
センターです。あくてぃぶ
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会員名
1 アール不動産（有）
2 アイマリッジ
3 アイワ測量設計（株）
4 アトムケア（株）
5 アポロ薬局
6 安成建設（株）

7 （一財）木更津市水道サービスセ
ンター

8 （医）恒久会
9 （医）鵬会高名清養病院
10 （医）社団邦清会木更津東邦病院
11 epm不動産（株）
12 岩崎物産（株）
13 岩根保育園
14 NPO法人ウェルビーイング
15 NPO法人海山商事

16 NPO法人ガイドヘルパー・ホー
ムヘルパー木更津

17 NPO法人キッズなび畑沢学童保
育所くじらクラブ

18 カシダス木更津
19 かずさ国際行政法務事務所

20 かずさファシリティサービス
（株）

21 金生警備保障（株）
22 （株）アイベル
23 （株）葵商事
24 （株）石川商事
25 （株）伊助
26 （株）エス・エム・シー
27 （株）エノモト防災工業
28 （株）大原興商
29 （株）小倉鑿井工業所
30 （株）角井
31 （株）鹿島商店
32 （株）かずさクリーンシステム
33 （株）金田臨海総合
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）共栄総合サービス
38 （株）協同建設
39 （株）黒田不動産鑑定
40 （株）KOUZUKI
41 （株）三枝建設
42 （株）篠田設備工業
43 （株）写楽館
44 （株）新昭和

会員名
45 （株）鈴木電気管理事務所
46 （株）すず陶
47 （株）セントラルサービス
48 （株）センプラザ
49 （株）タカサ
50 （株）たからや
51 （株）竜場工務店
52 （株）中央鈑金
53 （株）テツゲン
54 （株）東和機材
55 （株）冨田屋商店
56 （株）トルー
57 （株）日建綜合設計
58 （株）ハマダ
59 （株）富士屋ホテル
60 （株）ペッパーズパントリー
61 （株）ホリウチ
62 （株）ホワイト
63 （株）ホンダカーズ木更津
64 （株）松浪工務店
65 （株）三笠地所
66 （株）安川組
67 （株）ラポール　
68 関東自動車共済協同組合
69 関東自動車工業（株）
70 （学）君津学園
71 （学）暁星国際学園
72 （学）紅陵学院
73 木更津茶華道の会
74 木更津市遺族会
75 木更津市国際交流協会
76 木更津市赤十字奉仕団
77 木更津測量調査設計協同組合
78 木更津市農業協同組合
79 木更津市シニアクラブ連合会
80 木更津商工会議所
81 木更津・袖ケ浦遊技業組合

82 木更津市6漁業協同組合連絡協
議会

83 木更津リサイクル（株）
84 喫茶せいべ
85 君津木更津医師会
86 君津牛乳（有）
87 君津信用組合
88 共栄海運（株）
89 共和建設（株）
90 協和自動車（有）
91 桑田輪業

会員名
92 玄々堂木更津クリニック
93 厚生水産（株）
94 興和建設（株）
95 佐々木サッシ鋼業（有）
96 さんあい
97 シーデーシー情報システム（株）
98 三栄港運（株）
99 児童養護施設野の花の家
100（社医）同仁会木更津病院
101 日本製鉄（株）君津製鉄所
102 すまいるリハビリサービス（株）
103 善光寺
104 綜和熱学工業（株）

105
ソニーグローバルマニュファク
チャリング＆オペレーション
（株）

106 大一木更津青果（株）
107 タカナシ輪業
108 拓殖大学紅陵高等学校
109 千葉ネスコ（株）
110 東亜建設工業（株）
111 東京ベイプラザホテル　
112（同）B-MAKE
113（同）みやま創作所
114 特別養護老人ホームさつき園
115 トムラ美容室
116 新御堂寺
117 日鉄環境（株）君津支店
118 日豊興産（株）千葉事業所
119 日本賃貸保証（株）
120 羽山建設（有）
121 一二三開発重機（株）
122 ヒラノ商事（株）

123（福）かずさ萬燈会特別養護老人ホーム中郷記念館
124（福）木更津むつみ保育園
125（福）慈心会木更津南清苑
126（福）千葉育美会
127（福）長須賀保育園
128（福）梅香会
129（福）みづき会
130（福）みどりの風
131 藤川旅館
132 フラワープロデュース
133 ベルエステート（株）
134 星野電器
135 細矢建設（有）
136 ホテル割烹いづみ

会員名
137 ホテル銀河
138 マサキ商会
139 みずの洋品店
140 みつわ幼稚園
141 ミミベル補聴器サロン
142 三好家
143 明王丸商事（株）
144 谷中造園土木（株）
145 ヤマダ商会
146（有）飛鳥測量設計
147（有）安心の絆
148（有）イマキ造園土木
149（有）梅津測量事務所
150（有）永朗建設
151（有）大川海運
152（有）勝企画
153（有）カメヤマ水管工業
154（有）萱野
155（有）木更津清掃社
156（有）木更津油脂
157（有）鬼頭建設
158（有）黒川電気
159（有）ケービーエス商事
160（有）小山工務店
161（有）SAKURAクリエイト
162（有）サンメイ
163（有）清水水産
164（有）四宮測量設計
165（有）鈴木肉店
166（有）親和商店木更津オフィス
167（有）高木印刷
168（有）竹内商店
169（有）田園
170（有）東海千葉保険
171（有）ナラモト印刷
172（有）藤井興業
173（有）山孝食堂
174（有）ワタナベ建設
175 横峯ガラス
176 龍宮城スパホテル三日月
177 両総通運（株）
178 六幸電気工業（株）
179 若築建設（株）木更津工事事務所

180 ワタナベメディアプロダクツ（株）

＊�随時、法人会員を募集していますので
ご協力下さい。

令和元年度法人会員のご紹介
合計　180件　1,930,000円（敬称略：2月20日現在）　アイウエオ順

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、法人の種類については略語にて統一表記しております。

木更津市社会福祉協議会の地域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。今後とも皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

　平成３１年２月１日より木更津市から「木更津市生活支援体制整備事業」を受託し、高齢になっても住み慣れた地域で安心して
暮らせるように、おたがいさまの地域をつくる為にモデル地区として波岡東地区で実施してまいりました。
　また、令和２年１月からは岩根東地区でも実施することになり、生活支援コーディネーターを配置いたしました。
生活支援コーディネーターは、高齢者のみなさんが地域で元気に過ごせるお手伝いをしていきます。
　波岡東地区生活支援コーディネーター：出口
　岩根東地区生活支援コーディネーター：鈴木
　どうぞよろしくお願いいたします。

～ 生活支援体制整備事業 ～

おたがいさまの
地域を目指してます。



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 ☎0438-98-6300
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　去る2月1日（土）に実施した「福祉バザー」には皆さまのあたたかい善意によりお米、新鮮野菜、
衣類や食器などの寄贈品のほか現金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
よるおもちつき、いか焼き、コーヒー、わたあめ、災害ボランティアグループ「愛・知・人」による五
平餅「みなとまちなかfriendship」の学生達による春雨スープの模擬店などもあり、活気あふれる
バザーになりました。
　この収益金は社会福祉協議会の貴重な自主財源として福祉事業に活用させていただきます。
　なお、昨年、台風15号・19号の災害支援物資でいただきましたミネラルウォーターやごはん、栄
養ドリンクなどは災害ボランティアセンターで備蓄をしましたが、賞味期限の関係で今回、一部を
販売し、その収益につきましては「災害準備積立基金」として、万が一の災害に備え積立をさせてい
ただきます。
　福祉バザーにご協力くださいました皆さま方に厚く御礼申し上げます。

市民の皆さまの善意を福祉事業へ
～ご協力ありがとうございました～

寄贈品	 12,939点
実利益 	 1,434,624円
災害準備積立基金へ	 234,640円第３５回福祉バザー実績報告

メイン会場でのお買い物の様子

【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

令和元年度共同募金運動実施報告（令和2年2月10日現在）
〜皆さまからのご協力に深く感謝申し上げます。〜

　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
して使わせていただきました。
＜収入＞歳末たすけあい募金	 （単位：円）
前年度繰越金 968,975
本年度募金額 4,611,668

合　計 5,580,643

＜支出＞歳末たすけあい配分内訳	 （単位：円）
福祉施設 389,250
放課後児童クラブ（学童保育）への助成金 534,150
低所得世帯 2,540,000
事務費 39,496
共同募金配分 922,000
年度末繰越金 1,155,747

合　計 5,580,643

歳 末 た す け あ い 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
９．学習支援事業
今年度皆さまから寄せられた募金
�　　　　　　　　　　（単位：円）
目標額 10,000,000
募金合計 9,573,244
達成率 95.73%

赤 い 羽 根 共 同 募 金

災害ボランティアセンター

　皆さまから寄せられた赤い羽根共同募金は令和元年度台風15号・19号による被災地の復興支援にも使われています。
　都道府県共同募金会が赤い羽根共同募金の一部を災害準備金として積み立てており、木更津市災害ボランティアセンターの設置・運営にも活用
させていただきました。また、被災された方への災害見舞金も共同募金会から支給されます。
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●各種相談（無料相談）3月〜6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）

3月 5日（木）・12日（木）・19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
）

4月 2日（木）・16日（木）・30日（木）

5月 7日（木）・14日（木）・21日（木）

6月 4日（木）・11日（木）・18日（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

3月 9日（月）・16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

4月 13日（月）・20日（月）・22日（水）

5月 11日（月）・18日（月）・27日（水）

6月 8日（月）・15日（月）・24日（水）

結婚相談 火
10:00

～

16:00
☎（25）2089　内線24番
5/12・7/14（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 3月24日（火）・4月28日（火）
5月26日（火）・6月23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≫ 3月〜6月の予定
月

施設名 3月 4月 5月 6月 問合せ

木更津市民
総合福祉会館

15日（日）
20日（祝）

19日（日）
29日（祝）

3日（祝）
4日（祝）
5日（祝）
6日（振休）
17日（日）

21日（日）
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（月）
20日（祝）
23日（月）
30日（月）

6日（月）
13日（月）
20日（月）
27日（月）
29日（祝）

3日（祝）
4日（祝）
5日（祝）
6日（振休）
11日（月）
18日（月）
25日（月）

1日（月）
8日（月）
15日（月）
22日（月）
29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

業務拡大に伴い
介護支援専門員を募集します！ 

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208,000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

　皆さまには、日頃より木更津市あけぼの園の管理運営にご理解・ご
協力をいただき誠にありがとうございます。
　令和2年3月31日を持ちまして、木更津市社会福祉協議会は、当園
の管理業務を終了することとなりました。
　木更津市社会福祉協議会は、昭和60年に木更津市から委託を受け
て以来35年間、当園が障がいのある方々の生活を豊かにする施設と
なるよう努めてまいりました。
　この間、当園の運営及び利用者様の活動を支えていただきました
皆様に対し、心からお礼を申し上げます。
　なお、当園はふるさと学舎様が運営されることになりました。引き
続き皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

木更津市あけぼの園の
運営者が変わります

2名

～「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

〜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：令和元年10月29日～令和2年2月10日（順不同、敬称略）
寄 付 金	・ヒラノ商事株式会社
	 ・波岡区長会
	 ・平良	明子
	 ・請西の丘音楽仲間きよみサロン
	 ・證誠寺仏壮会・仏婦会
	 ・木更津茶華道の会
	 ・根本	義孝
	 ・本立寺
	 ・公益財団法人全日本不動産協会千葉県本部
	 ・公益財団法人全日本不動産協会千葉県本部内房支部
寄 付 品	・明治安田生命労働組合千葉南支部
	 ・真舟朋の会
	 ・（公社）木更津法人会
	 ・鈴木	孝行
【問合せ】管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

センターからのお知らせ
事務所が1階に移動しました。

●ボランティア登録更新手続きについて
　ボランティアセンターに登録されているボランティアの方々へのお
知らせです。
　令和2年度のボランティア登録の継続確認と、今年度の活動状況
をお知らせいただくために調査用紙をお送りします。必要事項を記
入いただき返送をお願いします。
　また、令和2年度のボランティア活動保険の加入手続きも開始いた
しました。加入を希望される方は、あわせて加入手続きをお願いし
ます。

ボランティアさんのひとこと
　昨 年 、災害 対 策コー ディ
ネーターとして、災害ボラン
ティア活動をし、人との関わ
り、生きがいを感じ、友人を
誘ってボランティアに参加。今
回初めてバザーに参加しまし
たが多くの方とふれあい、とて
も楽しかったです。

　社会福祉協議会では、行事ボランティア、傾聴ボランティア等、
様々なボランティアを募集しています。
　みなさんも、気軽にボランティアしてみませんか。

木更津市ボランティアセンター　☎（25）2089　担当　若松

～ボランティア募集～


