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あなたのできるボランティアを見つけませんか？
　わたしたちの暮らす地域には、皆さんの力を必要としているボランティア活動がたくさんあります。木更津市社会福祉協議会
（以下「本会」という）ボランティアセンターには、令和３年４月１日現在、60団体および163名の個人ボランティアの方々が登録
し、様々な活動をしています。
　現在は、新型コロナウイルスの影響により活動を休止しているところもありますが、「ボランティアをしてみたいけど、どんな
活動があるのかな？」「自分にできる活動は何だろう？」と考えている方は、是非一度ボランティアセンターへご相談ください！

問合せ先：木更津市社会福祉協議会　ボランティアセンター
☎0438-25-2089　　FAX：0438-23-2615　　担当：鳥飼・若松・坂本
ボランティアセンターでは、平日（祝日は除く）の9：00〜16：00でボランティア相談を実施しています。
ボランティアに関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合せください。

他にも様々な活動がありますので、是非一度ボランティアセンターへご相談ください！

福祉教育ボランティア養成研修会のご案内
目的 		福祉教育サポート活動をしている方や新たに活動を希望する方に対して、活動に必要な知識を深め、	 	 	

技能の向上を図るために行います。
内容 		講義および体験(車いす体験、視覚障がい者体験、高齢者疑似体験)をとおし、福祉体験学習を実施する際の	 	

心構えや福祉機器の使い方、介助の仕方を学びます。
日時 	令和３年９月２日(木)　13時15分〜16時30分(受付13時〜)
会場 	木更津市金田地域交流センター(きさてらす)多目的ホール
対象 	福祉教育サポート活動に興味がある方(ボランティア、民生委員児童委員、学校関係者など)
定員 	50名(申込多数の場合は抽選となります。)
申込 	受講希望の方は、８月20日(金)までに、下記「ボランティアセンター」までご連絡ください。

ボランティアさん大募集！！

無料
です！

傾聴
主に福祉施設を訪問し、お話を聞いてほしいという方の
お話相手になります。

集める
使用済み切手、エコキャップの回収活動など
があります。

災害ボランティア
災害発生時に、被災家屋の片付け、炊き出し、災害ボラン
ティアセンターの運営サポートなどの活動があります。

障がい児・者関係
視覚障がい者向けの音訳テープ作成、点字による点訳な
どの活動があります。

美化活動関係
本会で貸出している車いすや資機材の消毒
作業、花壇整備などがあります。

子育て関係
短時間保育、小中学生を対象とした学習支援や福祉体験
学習など、幅広い年代を対象とした活動があります。
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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

　本会では「つながろう木更津！」をキャッチフレーズ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、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込みいただけます。

○一般会費　一世帯	 300円 （ 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 （本会活動にご賛同いただいた方）

○法人会費　一口	 10,000円 （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きます。納
入方法は振込用紙でのお振込み、集金（関係者等へ依頼）、または本会事務局へお持ちくださるよ
うお願いいたします。

令和２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 35,593世帯 　10,109,500円
特別会費 917件 1,157,000円
法人会費 171件 1,940,000円

合　計 13,206,500円

令和３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（中止）
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
コミュニティソーシャルワーカー事業
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（中止）
福祉チャリティゴルフ大会の開催（中止）
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・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

　地域共生社会実現のため、次の事業を実施しました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の影響を受け一部事業が中止・縮小となっております。

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
きさらづ成年後見支援センター運営事業
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
●木更津市シニアクラブ連合会
●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

令和２年度
事業報告・決算

令和３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
5,906

繰越金
43,920

法人内部取引
6,756

共同募金配分金収入
10,077

事業収入
46,264 補助金・受託金収入

174,874

自主財源（会費・寄付金）
15,918

支出の部

法人・地域福祉事業他
180,755

福祉会館管理
運営事業
20,084

当期末支払資金残高
61,520

成年後見支援
センター事業
20,232

介護保険事業
11,047

共同募金配分事業
10,077

収入・支出合計
303,715千円

収入の部 支出の部法人内部取引
15,339

法人・地域福祉事業他
208,745

成年後見
支援センター事業
26,698

公益事業
19,424

介護保険事業
16,195

共同募金
配分事業
10,093

繰越金
11,119

共同募金配分金収入
10,093

その他の収入
375

事業収入
45,068

補助金・受託金収入
182,284

自主財源
（会費・寄付金）
16,877

収入・支出合計　281,155千円

単位：千円

　

単位：千円
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　本会では次のとおり「第３期市民後見人養成講座」を開講予定です。
市民後見人養成の主な流れ

案内開始 令和3年7月12日（月） ホームページで
ご確認ください

受講説明会 令和3年7月31日（土）、8月4日（水） 2日開催のうち
いずれかに参加

一次審査 令和3年8月24日（火） 書類選考〆切
二次審査 令和3年9月6日（月）、9月7日（火） 面接

研修（座学）
令和3年9月25日（土）、10月9日（土）、10月
16日（土）、11月6日（土）、11月13日（土）、
11月20日（土）、12月11日（土）

計7日間

研修（実践）令和3年12月18日（土）、令和4年1月15日
（土）、他1日 計3日間

※上記の日程は変更になる可能性があります。
会　　場　木更津市民総合福祉会館
講義時間　10時10分～16時30分
定　　員　25名
受 講 料　4,400円（テキスト代）
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）受講説明会に参加必須。受講申込書類は、受講説明会で配布します。
【問合せ先】
木更津市社会福祉協議会　きさらづ成年後見支援センター　
☎0438-22-6226　FAX0438-22-3550
メール　koken-center@kisarazushakyo.or.jp

「市民後見人養成講座」を9月開講予定!!

ファミリー・サポート・センター事業
　「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）
「ちょこっと預かり」サービス
　ファミサポでは、短時間の預かりサービス「ちょこっと預かり」を実施
しています。
　こんな時があれば、先ずはご相談ください。
　「１〜３時間、子どもを預けてリフレッシュしたい！」
　「美容院や病院に行く間だけ、子どもを預かってほしい！」
　「午前中だけテレワークに集中したい！」
○利用場所＜木更津市民総合福祉会館＞
　実施日：毎週火曜日（祝日はお休み）９時～16時30分の間の１～３時間
　申　込： インターネット専用申込フォームから、利用日の３日前までに

お申し込みください。
○利用場所＜金田地域交流センター＞
　実施日：毎週木曜日（祝日はお休み）９時～12時00分の間の１～３時間
　申　込： インターネット専用申込フォームから、利用日の２日前までに

お申し込みください。
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、講習会を受講していただく必要があります（受講
料、テキスト代無料）。
　今年度の講習会は、下記のとおり開催予定です。なお、すべての日程に
参加できなくても結構です。

日程 時間 講習項目
7月9日（金） 9：30～10：30 開講式　ファミリーサポート事業について

10：40～11：40 保育のこころ
7月12日（月） 9：30～11：30 小児看護の基礎知識1
7月16日（金） 9：00～12：00 緊急救命講習
7月19日（月） 9：30～11：30 安全・事故・子どもの世話

　講習会の申し込みは下記問合せ先まで。また、講習受講中にお連れのお
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。
【問合せ先】木更津市ファミリー・サポート・センター　☎0438-22-3833
　　　　　開所時間：月～金（祝日、年末年始を除く）9：00～16：30

 「ファミリー・サポート・センター」
のご案内

生活困窮者自立支援事業における
生活困窮者就労準備支援事業・被保護者就労支援事業を開始！

　令和３年４月から木更津市より委託を受け、生活困窮者就
労準備支援事業・被保護者就労支援事業をスタートしました。
【対象者】
　就労に向けた複合的な課題を抱えている生活困窮者及び
生活保護受給者
【支援内容】
　対象者の就労に向けた様々な支援をします。
　自立して安心できる生活を送ることができるように就労支援員が
個々の状態に合わせて目標を設定し、就職活動に必要な基礎的な知識
の習得や、コミュニケーションスキルの向上に向けた支援をします。

まずは、市役所の自立支援課及びケースワーカーにご相談く
ださい。就労支援員があなたに寄り添った支援をいたします。

【問合せ先】地域福祉係☎（25）2089

〜 現在ご参加している方々の支援内容を紹介します。〜
ケース１ ケース２
「退院後の生活を安定させたい！」
・毎日の食事内容のチェック（健康管理）
・家計のやりくりをアドバイス
・自宅へ訪問しての相談

「生活リズムを整えたい！」
・毎週決まった曜日に社協へ来所
・ウォーキングで体力づくり
・内職や清掃のトレーニング

  探しています！　お気軽にご相談ください。
・ ハローワークに求人を出していないが、人手を必要とされている企業・事

業所
・ 障がい者や様々な事情で就労が困難な方々の雇用に関心をお持ちの企

業・事業所

こどもライオンズ食堂かずさや

「心もおなかもいっぱいに♬」

　「こどもライオンズ食堂かずさ
や」は今年の４月に「子どもたち
にとっての安心でほっとできる
居場所づくりを目標」に活動をス
タートいたしました。
　小・中学生を対象に、土曜日、
清見台小学校近くの学童保育ソ
フィアキッズクラブ内にて開催
しています。参加費は無料。各自、
勉強道具を持参し、１時間くらい
の勉強タイム。そして、アパートの一室というアットホームな環境をいかし、
お料理づくりもできます。その後はみんなでたのしいランチ。片付けもみんな
で行います。
　「こどもライオンズ食堂かずさや」では、必要な支援を必要な人に届けよ
う！をモットーに民生委員さん、主任児童委員さんをはじめ、地域の皆様のお
力をかりて、少しでも誰かのお役にたてるような運営を目指しています。

寺子屋 おいしいごはん

　コロナ禍だからできない。では
なく、コロナ禍でもできること。
こんなときだからこそ、思いつく
こと。必ずやあるはずです。諦め
ることなく、子どもたちにとって
の今しかない大切な時を、陰に日
向に支え、寄り添い歩みます。
日　時　 第４土曜日
　　　　10時～12時30分
　　　　（ランチは11時30分から）
場　所　木更津市清見台南2-4-7（清見台小近く）
費　用　無料　
　皆様のご寄付、おまちしております。
　お米、野菜、肉、調味料、文房具など
連絡先　安藤順子　携帯090-2649-0007 
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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 1日（木）・8日（木）・1５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 5日（木）・12日（木）・19日（木）

9月 2日（木）・9日（木）・16日（木）・30日（木）

10月 7日（木）・14日（木）・21日（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

7月 12日（月）・19日（月）・28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 16日（月）・25日（水）

9月 13日（月）・22日（水）

10月 11日（月）・18日（月）・27日（水）

結婚相談 火曜日
10：00

～

16：00
☎（２５）２０８９　内線２４番
※7/13・9/14（火）は休み

ボランティア
相談 月～金曜日

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27日・8月24日
9月28日・10月26日
毎月第4火曜日

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 問合せ先

木更津市民
総合福祉会館

18日（日）
22日（祝）
23日（祝）

8日（祝）
9日（振）
15日（日）

19日（日）
20日（祝）
23日（祝）

17日（日）
木更津市
潮見2－9　

☎（２３）２６１１

木更津市老人
福祉センター

5日（月）
12日（月）
19日（月）
22日（祝）
23日（祝）
26日（月）

2日（月）
8日（祝）
9日（月）
16日（月）
23日（月）
30日（月）

6日（月）
13日（月）
20日（祝）
21日（振）
23日（祝）
27日（月）

4日（月）
11日（月）
18日（月）
25日（月）

木更津市
十日市場826　
☎（９８）６６５１

～「朗読CD」の貸出し～
　視覚障がいの方や最近文字が見えにくくなって広報紙を「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。
申込先　きさらづ成年後見支援センター　☎22−6226

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3年1月26日～令和3年5月27日（順不同、敬称略）
寄 付 金� ・ヒラノ商事株式会社
� ・本立寺
� ・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
� ・山田　陽子
� ・髙栄建装株式会社
寄 付 品� ・ヒラノ商事株式会社
� ・石川　周
�【問合せ】�管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

〜心温まるご寄付
ありがとうございました〜

～木更津市で後見人として活動している方、裁判所への報告の仕方
や被後見人が亡くなった時のことなど、日ごろから不安に思ってい
ることはありませんか。そこで、他の後見人の方達と交流し、不安や
悩みを共有できるつどいを開催します～
日 時 	 令和３年８月21日（土）13時30分～15時
場 所 	 木更津市民総合福祉会館　３階　講習室
定 員 	 先着順15名
費 用 	 無料
対 象 	 ・		市内で後見人等（保佐人・補助人を含む）として活動

されている方
	 ・	�親族の後見人等及び専門職として後見活動されてい

る方
	 ・	これから後見人等として活動される予定の方
参加方法 	 	令和３年７月26日（月）までに、電話、FAX、メールで申

し込み。
	 	①氏名	②連絡のつく電話番号	③後見人の受任をして

いるか	④他の後見人に聞いてみたいことや、知りたい
こと、の４点を記入の上、お申込みください。

	 定員に達し次第、受付終了といたします。
申込先、問い合わせ先
木更津市社会福祉協議会　きさらづ成年後見支援センター
担当：平野亜希
☎0438-22-6226　FAX0438-22-3550
Mail:koken-center@kisarazushakyo.or.jp

後見人のつどい

　新型コロナウイルスの影響で仕事が休みになった方や失業された方を
対象にした「特例貸付」の初回受付期間が令和３年８月末まで延長されま
した。
　ご相談の際は、必ず本会にお電話にてお問い合わせください。
【問合せ】	 管理係　25−2089
	 祝日を除く月曜日～金曜日　午前9時～午後5時

特 貸 期 延例 付 間 長

法人会員のご紹介
　令和２年度は、171の企業・事業主の方々が法人会員としてご協力をい
ただきました。
　うち、令和３年２月12日から３月31日までの期間でご協力いただいた
会員様は次の通りです。（敬称略）
１．岩崎物産（株）	 ５．（有）LEEテックス
２．（有）イマキ造園土木	 ６．三好家
３．（株）金田臨海総合	 ７．（有）ワタナベ建設
４．藤川旅館
　ご支援ありがとうございました。

Twitter

はじめました！

木更津市社会福祉協議会

社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会の
公式ツイッターです。
木更津市の地域福祉情報を中心に
発信していきます。

フォロー方法（登録方法）

～下記の①②③のいずれかから登録してください！～

① Twitter アプリから登録する

アプリを起動→アカウント名「木更津市社会福祉協議会」を

検索

② 本会ホームページから登録する

「お知らせ」にある「★木更津市社会福祉協議会では

Twitter を始めました。」にある下記 URL をクリック

③ QR コードを読み取る


