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　日本では年間約1,700万トンの食品が廃棄され、その中にはまだ食べられるのに捨てられ
てしまう食品が600万トンもあると言われています。「フードバンクちば」は、フードドライ
ブ（家庭で使いきれない未使用食品を回収）を行います。回収された食品は福祉関連施設や
支援団体等を通じて生活困窮者へ無料で提供されます。木更津市社会福祉協議会は、フード
バンクちばと連携し、食品の受け取り窓口と緊急に必要とする方への食料配布を行っており
ます。食料品の提供について皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

【ご寄付いただきたい食品】
●お米・乾麺・防災食 等 ●缶詰・瓶詰 等
●レトルト食品 ●インスタント食品
●お菓子・飲料 ●乾物・調味料各種
●ギフトパック（お歳暮・お中元 等）

【ご寄付の方法】
　木更津市社会福祉協議会まで直接お持ちいただくか、
フードバンクちばまで宅急便で直接お送りください。

お持ちいただく場合
　〒292-0834　木更津市潮見2-9　木更津市民総合福祉会館内
　木更津市社会福祉協議会　☎0438-25-2089（平日8時30分～17時）
ご郵送いただく場合（送料は自己負担）

　〒260-0835　千葉市中央区川崎町60（花の駅そが内）
　フードバンクちば　☎043-301-4025（平日10時～17時）

　こども食堂は、こどもが1人でも行ける無料または低額の食堂であり、こどもへの食事提供から孤食の解消や食育、さらには地域交流の場などの
役割を果たしています。
　現在、木更津市では8か所のこども食堂があり、学習支援を行っているところや、対象をどなたでもOKとし、地域の多世代交流を目指しているとこ
ろ、フードパントリー（食品の配布）を行っているところなど、多様なこども食堂があります。
　ぜひ、お近くのこども食堂へお問い合わせのうえ、足を運んでみてください。（コロナ禍で開催日の変更や中止の場合があります）

★ また、食材の提供や、ご寄付等も受付ております ★  Ⓐ開催日　Ⓑ開催場所　Ⓒ料金　Ⓓ代表連絡先　ⒺPR

木更津地区 波岡地区

Ⓐ毎月第2・4木曜日（3月までは第4は水）18：30～20：00
Ⓑ證誠寺会館（木更津市富士見2-9-30）
Ⓒこども：100円　大人：100円以上　
Ⓓ090-2333-6561（山下）
Ⓔ低価格で食事を提供する地域のコミュニティの場を
　目指しています。どなたでもご利用いただけます。

木更津みなと口こども食堂

Ⓐ毎月最終日曜日　11：30～13：30
ⒷKUKULUホテル展望レストラン
　（木更津市富士見3-2-27）
Ⓒこども：100円　大人：100円以上
Ⓓ090-2333-6561（山下）
Ⓔ地域の課題解決と企業の社会貢献をマッチングした
　新しい形のこども食堂です。

木更津UFOこども食堂

Ⓐ月1～2回
Ⓑ学童保育ソフィアキッズクラブ
　（木更津市清見台南2-4-7） 
Ⓒ無料　Ⓓ090-2649-0007 （安藤） 
Ⓔ学童保育内での実施ですが、どなたでも大歓迎！学童達が、運営

します。無料ご招待♪

こどもライオンズ食堂かずさや
太田・清見台地区

Ⓐ毎月第１土曜日　11：30~14：00
　※1月は第2土曜日※大晦日17：00~18：00
Ⓑ妙蓮寺内食堂（木更津市請西南2-13-2）
Ⓒこども：無料　大人：300円
Ⓓ0438-38-6977（妙蓮寺）
Ⓔ世代･家庭をこえた地域での顔見知り関係を作りましょう

寺子屋妙蓮寺こども食堂
請西・真舟地区

Ⓐ原則毎月第1木曜日　学習支援終了時に配布（18：30頃）
Ⓑ木更津市中央公民館
　（木更津市富士見1-2-1　スパークルシティ木更津6階）
Ⓒ学習支援に参加している学生　無料（ご寄付大歓迎）
Ⓓ080-6548-9049（藤川）
Ⓔ学習支援に来ている学生さんにおにぎりを差し入れしています。

おにぎりCLUB

QRコード：フェイスブックやインスタグラムを利用しています

ご家庭に眠っているご家庭に眠っている
食品大募集！食品大募集！
～フードドライブ～フードドライブ
〈食品回収〉～〈食品回収〉～

こども食堂へようこそこども食堂へようこそ

【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常温で保存が可能なもの
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（今回は令和2

年・3年度）まで（玄米可）
⑥アルコール類は受け付けており

ません

Ⓐ月1～2回
　時間を分けて個別にお弁当と食材をお渡しします
Ⓑ天理教畑沢分教会（木更津市畑沢1053-66）
Ⓒこども：無料　大人：300円
Ⓓ080-9709-4313（中台）　
　事前登録制です、まずはお電話ください。
Ⓔ「地域に親しい人がいる」という安心をみんなで作りましょう。

畑沢こども食堂

インスタグラム
アプリで開く

Ⓐ毎月第4土曜日　10：00~12：30 変更有
Ⓑ木更津市立岩根公民館（木更津市高柳3-2-1）
Ⓒ小学生限定　無料
Ⓓ090-3527-2961（桑田）
Ⓔ学習支援とたのしいランチ♪
　おなかも心もいっぱいに

いわね♡こどもサロン
岩根地区

インスタグラム
アプリで開く

Ⓐ毎月第2第4金曜日
　17：30～20：00（お弁当は無くなり次第終了）
Ⓑ八幡台公民館（木更津市八幡台4-2-1）
Ⓒこども：無料　大人：300円　Ⓓ090-9102-3147（堀切） 
Ⓔこどもからお年寄りまでどなたでも歓迎です。

木更津波岡こども食堂
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会員名
1 アール不動産㈲
2 アイ・マリッヂ
3 アイワ測量設計㈱
4 ㈱葵商事
5 アクアリハビリテーション病院
6 ㈲飛鳥測量設計
7 アトムケア㈱
8 ㈲安心の絆
9 安成建設㈱
10 epm不動産㈱
11 ㈱石川商事
12 ㈱石田陶器
13 （福）一粒会児童養護施設野の花の家
14 伊藤自動車工業㈲
15 （福）岩根福祉会岩根こども園
16 （特非）海山商事
17 ㈲梅津測量事務所
18 ㈱エス・エム・シー
19 ㈱エノモト防災工業
20 ㈲大川海運
21 （医）鵬会　高名清養病院
22 ㈱大原興商
23 ㈱小倉鑿井工業所
24 ㈱角井
25 カシダス木更津
26 ㈱鹿島商店
27 かずさ国際行政法務事務所
28 かずさファシリティサービス㈱

29 （福）かずさ萬燈会特別養護老人ホ
ーム中郷記念館

30 ㈲勝企画
31 金生警備保障㈱
32 ㈱金田臨海総合
33 ㈲萱野
34 ㈱環境コントロールセンター

35 関東自動車共済協同組合千葉県
支部

36 関東自動車工業㈱
37 ㈱木更津企業管理センター
38 木更津茶華道の会
39 木更津市遺族会
40 木更津市国際交流協会

会員名
41 （一財）木更津市水道サービスセンター
42 木更津市シニアクラブ連合会
43 木更津市赤十字奉仕団
44 木更津市農業協同組合
45 木更津商工会議所
46 木更津・袖ケ浦遊技業組合
47 木更津リサイクル㈱
48 喫茶せいべ

49 （特非）キッズなび畑沢学童保育所く
じらクラブ

50 ㈲鬼頭建設
51 希望の会
52 （学）君津学園
53 君津牛乳㈲
54 君津信用組合
55 ㈱キミツ鐵構建設
56 ㈱共栄総合サービス
57 （学）暁星国際学園
58 ㈱協同建設
59 共和建設㈱
60 協和自動車㈲
61 ㈲クニヨシ
62 ㈲黒川電気
63 ㈱黒田不動産鑑定
64 桑田輪業
65 ㈲ケービーエス商事
66 玄々堂木更津クリニック
67 髙栄建装㈱
68 （医）恒久会
69 ㈱KOUZUKI
70 興和建設㈱
71 ㈲小山工務店
72 佐々木サッシ鋼業㈲
73 三栄港運㈱
74 ㈲三共土地建物
75 ㈲サンメイ
76 ㈱サンワビジネス
77 志学館中・高等部
78 ㈱篠田設備工業
79 ㈲清水水産
80 ㈲四宮測量設計
81 ㈱写楽館

会員名
82 新木更津市漁業協同組合
83 ㈱新昭和
84 ㈲親和商店木更津オフィス
85 ㈱鈴木電気管理事務所
86 ㈲鈴木肉店
87 ㈱すず陶
88 すまいるリハビリサービス㈱

89 セントケア千葉㈱セントケアさ
いわい

90 ㈱セントラルサービス
91 綜和熱学工業㈱

92 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㈱

93 ㈲大一オートサービス
94 大一木更津青果㈱
95 ㈲高木印刷
96 ㈱タカサ・ライフケアタカサ本店
97 タカナシ輪業
98 ㈱たからや
99 拓殖大学紅陵高等学校
100 ㈲竹内商店
101 ㈱竜場工務店
102 （福）千葉育美会
103 千葉ネスコ㈱
104 ㈱中央鈑金
105 東亜建設工業㈱
106 ㈲東海千葉保険
107 ㈱道標
108 ㈱東和機材
109 特別養護老人ホームさつき園
110 ㈱冨田屋商店
111 トムラ美容室
112 （福）長須賀保育園
113 ㈲ナラモト印刷
114 新御堂寺
115 日鉄環境㈱君津支店
116 日豊興産㈱千葉事業所
117 日本製鉄㈱東日本製鉄所
118 日本賃貸保証㈱
119 （福）梅香会
120 ㈱ハマダ
121 ハマダプロテクノ㈱

会員名
122 羽山建設㈲
123 （特非）一粒舎
124 一二三開発重機㈱
125 ヒラノ商事㈱
126 ㈲藤井興業
127 ㈲文榮
128 ㈱ペッパーズパントリー
129 ベルエステート㈱
130 星野電器
131 ホテル銀河
132 ㈱ホリウチ
133 ㈱ホワイト
134 ㈱マイルド
135 （特非）孫の手くらぶ
136 ㈱松浪工務店
137 ㈲丸吉環境
138 ㈱三笠地所
139 みずの洋品店
140 （福）みづき会
141 みつわ幼稚園
142 （福）みどりの風
143 ㈱美濃忠
144 ミミベル補聴器サロン
145 （資）三好家
146 明王丸商事㈱
147 ㈱安川組
148 谷中造園土木㈱
149 ヤマダ商会

150 幼保連携型認定こども園木更津むつみ保育園
151 横峯ガラス
152 ㈱ラポール　
153 両総通運㈱
154 六幸電気工業㈱
155 若築建設㈱木更津工事事務所
156 ㈲ワコーエコテック
157 ワタナベメディアプロダクツ㈱
＊�随時、法人会員を募集していますので
ご協力下さい。�

令和3年度法人会員のご紹介
合計157件1,790,000円（敬称略：2月2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張っております。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。

　木更津市社会福祉協議会に昨年9月マイクロバス1台が寄贈されました。
　マイクロバスは社会福祉協議会の各事業で活用する他、地域福祉活動推進のために福祉団体等への貸出も
行います。（福祉サービスの提供及び営利を目的とする事業には使用できません。）
①使用範囲：原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間の1日。使用の範囲は関東各都県内
②使用申込：使用日の3か月前の月の初めから予約可能（使用日の10日前までに申請書を提出してください。）
③乗車定員：24名（運転手除く）正席18席・補助席6席
④使用人員：原則、10人以上で使用してください。
⑤使 用 料：�無料ですが、運転者の手配、燃料、有料道路代（ETCカード利用可能）、駐車場代等は使用者の負担

となります。
⑥保　　険：�バス使用中の事故に関しては、木更津市社会福祉協議会で加入している自動車保険（対人・対物賠償、搭乗者傷害）の補償範囲内での

対応はできますが、車両（バス）の損害、その他の自動車保険の補償範囲を超える損害及び賠償については、使用者側の責任で補償し
ていただきます。

予約申込・問合せ　管理係　☎（25）2089
※申込に必要な書類はホームページからもダウンロードができます。

マイクロバスの貸出しをします。
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令和3年度共同募金運動実施報告（令和4年2月13日現在）
〜皆様からのご協力に深く感謝申し上げます〜

　皆さまから寄せられた募金は、木更津市内の地域福祉事業の他、千葉県共同募金会による災害準備金の積立てや千葉県全域の民間社会福祉活
動の支援に活用されます。
　また、長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響により、普段とは違う「困りごと」を抱えた人や、地域との繋がりが絶たれ、孤独になる人が増
えています。共同募金会はそのような「目に見えにくい課題」にも積極的に支援をしています。「こんな時だからこそ」必要とされる支援のために、
皆様のご協力をお願いいたします。

　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.�広報・啓発の充実
６．ボランティア活動支援育成事業
今年度皆さまから寄せられた募金
�　　　　　　　　　　（単位：円）
目標額 9,640,000�

募金合計 9,233,127�

達成率 95.78%

赤 い 羽 根 共 同 募 金

街頭募金運動

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 1,457,505�
本年度募金額 4,575,990�
【合　計】 6,033,495�

＜支出＞歳末たすけあい配分内訳	 （単位：円）
福祉施設 368,100�
放課後児童クラブ（学童保育）への助成金 619,650�
低所得世帯 2,447,000�
事務費 37,601�
年度末繰越金 2,561,144�
【合　計】 6,033,495�

歳 末 た す け あ い 募 金

労災・雇用・健康保険など仕事に
必要な保険の手続きから資格取得・
事業・経営のサポートまで。
まずは当組合までご相談ください。

建設業で働くなら！

君津市杢師3-2-5　※消防署向い
☎0439（50）8860 ↑HPは

　こちらから

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

千葉県共同募金会
マスコットキャラクター

「びわぴよ」

������������������

身体障害者リハビリセンターあくてぃぶ利用者募集中
あくてぃぶでは、�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、ご利用者様お一人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、スタッフ一同真心をこめてサポートします。（午前・午後の2部制）
【利用できる方】
年齢18歳以上65歳未満で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

あくてぃぶの紹介
YouTubeを始めました！
� リハビリセンターあくてぃぶ
※�検索後、「あくてぃぶ」
　�すまいるリハビリ
サ ー ビ ス「 千 葉 」

　�「木更津」を選択して
いただくとページに
着きます。

←QR
　コード
　はこちら
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～「音訳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。
（申し込み先）
　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。（順不同、敬称略）

受付期間 ： 令和3年10月27日～令和4年1月25日
寄 付 金 ・古田　恭司
 ・ヒラノ商事株式会社
 ・有限会社アスカ
 ・平良　明子
 ・ボーイスカウト木更津第2団
 ・文室　安治
 ・木更津リサイクル株式会社
 ・TOTOリモデルクラブ木更津店会
 ・株式会社WATANABE
 ・伊藤　武仁
 ・木更津民舞会
 ・ 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所君津地区 

きみつ会（従業員有志）
 ・木更津家庭教会
寄 付 品 ・明治安田生命木更津分会
 ・株式会社ティーファームジャパン綱島園事業部
 ・根本　義孝
 ・株式会社ハマダ

 【問 合せ】 管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

〜心温まるご寄付〜心温まるご寄付
ありがとうございました〜ありがとうございました〜

●≪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 問合せ先

木更津市民
総合福祉会館

20日（日）　
21日（祝）

17日（日）　
29日（祝）

  3日（祝）
  4日（祝）
  5日（祝）　
15日（日）

19日（日） 木更津市潮見2−9
☎（23）2611

木更津市老人
福祉センター

  7日（月）
１４日（月）
21日（祝）
22日（振）
28日（月）

  4日（月）
11日（月）　
1８日（月）
25日（月）
29日（祝）

  ２日（月）
  ３日（祝）
  ４日（祝）
  ５日（祝）
  ９日（月）
16日（月）
23日（月）
30日（月）

  6日（月）
13日（月）
20日（月）
2７日（月）

木更津市
十日市場826
☎（98）6651

●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 3日（木）・10日（木）・17日（木）
31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 7日（木）・14日（木）・21日（木）
5月 12日（木）・19日（木）

6月 2日（木）・9日（木）・16日（木）
30日（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

3月 14日（月）・23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 11日（月）・18日（月）・27日（水）
5月 9日（月）・16日（月）・25日（水）

6月 13日（月）・20日（月）・22日（水）

結婚相談 火
10：00

〜

16：00

☎（25）2089
内線24番

※3/15・5/17・7/12
（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22日・4月26日・5月24日・

6月28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　

朝の健康体操
　老人福祉センターでは、高齢
者の健康体力づくりとして休館
日を除く毎日の午前10時30分
から11時30分まで、朝の健康体
操を実施しています。
　健康体操の内容は、タオルを
使ったストレッチから始まり、
みんなの体操やラジオ体操、介
護予防を目的とした太極拳など
です。
　毎回15名程度で楽しく心地
よい汗を流しています。参加者
の体力に合わせ適度な運動を心
がけていますので、是非一度足
を運んで見ませんか！
【問合せ】
木更津市老人福祉センター　☎（98）6651

【問合せ】きさらづ成年後見支援センター　☎（22）6226　FAX（22）3550
　　　　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41,400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




