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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6年目を迎えました。　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。

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。

木更津市潮見2丁目9番地
（木更津市民総合福祉会館内）お問合せ

「できないことができるようになったー」
「同世代の人と話せてリハビリも励みになる」
「透析治療していても安心して運動ができる」

ご利用者様の声
お気軽に

ご相談下さい

運動
リハビリ

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）

個別
リハビリ

YouTube

こころ とからだ の
リハビリ

それが

あくてぃぶ
です♪

ご自宅の
玄関まで送迎

スタッフ一同
真心込めて

サポートします
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ボランティア活動に興味のある方は、ボランティア活動に興味のある方は、
ぜひお気軽にボランティアセンターにぜひお気軽にボランティアセンターに
ご相談ください。ご相談ください。

33つの活動つの活動

問合せ　ボランティアセンター　担当：鳥飼・上野　☎（25）2089　FAX（23）2615

青空一風（右）千風（左）

第１部　
①成年後見漫才
②市民後見人（あだち区民後見人）青空一風の体験談
③寄席漫才
　青空一風千風（漫才協会・落語協会 所属）

第２部　
①成年後見制度の解説
　木更津市社会福祉協議会事務局長　　 髙木淳佳
　きさらづ成年後見支援センター所長　 羽田知世

日　　時 11月12日（土）
 10時30分～12時00分
場　　所 木更津市民会館　中ホール
対　　象  成年後見制度について知りたい！

という市内在住の方
定　　員 100人
参 加 費 無料
申込方法  9月1日（木）から10月14日

（金）までに住所・氏名・電話番
号・年齢を電話またはファック
スで社会福祉協議会まで

内　　容

問合せ・申込先　 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 ☎（22）6226　FAX（22）3550

青空一風千風がやってくる

成年後見制度研修会のご案内成年後見制度研修会のご案内
〜成年後見漫才で一緒に笑い、〜成年後見漫才で一緒に笑い、
制度内容について理解を深めましょう〜制度内容について理解を深めましょう〜

集まれ！
ボランティアセンターでは、ボランティア活動に関する様々な事業を行っています。

企業の地域貢献活動でボッチャが寄贈
され、学校や地域で活用されています。

その他の活動として
●プルタブ、使用済み切手、ベルマー
ク、カートリッジなどの収集活動
●ボランティア保険の受付

参 加 費 3,000円（参加申込書に添えてお支払いください）
プレー費 8,990円（セルフ、昼食付）
申込締切 令和4年10月31日（月）
※締切前に定員に達した場合は、以降キャンセル待ちでの受付となります。
※3つのコース別に優勝者、ベスグロなどを決定します。
申込・問合せ 第5回木更津市福祉チャリティゴルフ大会事務局
木更津市社会福祉協議会内　☎（25）2089

企業、団体の社会貢献活動
（CSR）の支援

ボランティア活動に関する
相談・調整・情報提供

　企業（事業所）、法人、団体の特性を
活かし、目的にあった活動を紹介し
マッチングします。
　人材による貢献・物品による支援・資
金的な支援・企業施設の開放・教育CSR
など。

　ボランティア活動をしたい人、ボラ
ンティアの支援を求める人の相談を
受け付け、必要に応じて紹介します。

小学校での福祉体験学習の様子

小中学校、地域の方がたへの
福祉教育の推進

　市内の各小中学校及び高校での福
祉体験学習を通して、子どもたちの
発達階段に応じた福祉教育の実践を
支援します。また、地域住民に対して
年代を問わず幅広い世代を対象に福
祉教育に関する事業を行います。

第5回木更津市福祉チャリティゴルフ大会 　社会福祉協議会の活動への理解を深め、資金面でも支援するこ
とを目的に開催します。
モーニングハーフ（前半9ホールのストローク数で競います）

東京湾カントリークラブ
（袖ケ浦市蔵波1147）

11月17日（木）

160名（40組）募集

令和
4年
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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【問合せ】管理係　☎（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41,270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

 赤い羽根共同募金にご協力を 運動期間
10月1日〜3月31日

　今年で76回目を迎える「赤い羽根共同募金運動」が10月1日から
始まります。共同募金の70％は、木更津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のために使われます。
また30％は、千葉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。その他、「災害ボランティアセンター」の
運営や被災者支援、コロナ支援にも役立てられます。

　ご協力いただける会社やお店などを募集しています。
　様々な寄付の方法がありますので、お気軽にご相談ください。
　・募金箱の設置
　・寄付付き自動販売機の設置
　・寄付付き商品の販売
問合せ：千葉県共同募金会木更津市支会

☎（25）2089　FAX（23）2615

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状
況等により上記日程は変更・中止となる場合
があります。

企業の社会貢献として寄付を検討しませんか

共同募金の配分先 令和４年度配分
（3年度募金）

1.市内の福祉施設や団体に 1,027,000円
2.ボランティア活動支援・育成に 45,000円
3.福祉まつりや福祉功労者の表彰に 134,000円
4.市内15地区の小地域での福祉活動に 2,364,000円
5.福祉活動の広報や啓発の充実に 2,790,000円
6.社会福祉法人との連携 24,000円
7.県内全域の福祉充実に 2,977,751円
合計（令和3年度募金実績） 9,361,751円

千葉県共同募金会マスコット「びわぴよ」

こんなことに使われます　　

街頭募金活動の日

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。

戸別募金 6,483,231円
法人募金 923,000円
街頭募金 88,153円
学校募金 607,048円

職域・団体募金 1,074,660円
イベント募金・他 185,659円

合　　計 9,361,751円

令和 3 年度募金実績

木更津市赤十字奉仕団に
よる街頭募金

感染防止対策にも配慮し
取り組みました。

　対面せずに募金可能なネット募金への取組みを始めました。決
済手段はクレジットカード、コンビニ支払い、ペイジー、携帯（キャ
リア）決済です。※携帯（キャリア）決済はauとソフトバンク。
下記URLを開き、必要事項を入力していくと寄付ができます。
https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/100/12/12206/  

ネット募金始めました

←QRコードリーダーで読み取ると
寄付できるURLが開けます。

★歳末たすけあい見舞金とは？
　毎年12月1日～31日の間で共同募
金運動の一環として、全国一斉に行わ
れる「歳末たすけあい運動」による募金
を原資として、支援を必要としている
人々が安心して新たな年を迎えること
ができるように支援する制度です。

　次の対象1または対象2のいずれかに該当し、木更津市社会福
祉協議会（以下「本会」という）が認めた世帯
　生活保護世帯、「生活福祉資金（特例貸付）」を利用している世
帯、施設入所中・入院中の方は対象外となります。
●対象1 
①市内に在住していること
②	世帯全員が令和４年度の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※

		（家族と収入の状況を具体的に申告していただきます。）

●対象2 
①市内に在住していること
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・失業などの具体的な理由と家族・収入の状況
を申告していただきます。）

◆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、本会まで
提出してください。
　申請書は、本会または市内の公民館・
地域包括支援センターにあります。
◆申請期間　9月30日（金）から10月14
日（金）まで（消印有効）
※土日・祝日を除く
◆見舞金の額と配分方法
　募金額と申請者の数を考慮して決定
します。見舞金は、申請者の居住区域の
担当民生委員がお届けします。
問合せ　管理係
☎（25）2089　FAX（23）2615

※同一建物・敷地内の居住者は、同一世帯とみなします。

見舞金配分の対象世帯（生活保護世帯は除く）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

希望くん愛ちゃん

予定日 10月1日(土) 10月9日（日）
時 間 10時〜12時 10時〜12時

場 所
・カスミ木更津店
・アピタ木更津店
・木更津駅周辺

・アピタ木更津店
・ベイシア金田店
・ 三井アウトレット

パーク木更津
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●各種相談（無料相談）9月〜12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）
＊R4 .7より
毎月第1.3木
曜日になりま

した。

9月 1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
）

10月 6日(木)・20日（木）

11月 17日（木）

12月 1日(木)・15日（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

毎月
第2.3月曜日

及び
第4水曜日

9月 12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

10月 17日（月）・26日（水）

11月 14日（月）・21日（月）

12月 12日（月）・19日（月）

結婚相談 火
10：00

～

16：00
☎（25）2089　内線24番
※9/13・11/15（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
9月27日・10月25日

11月22日・12月27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≫ 9月〜12月の予定
月

施設名 9月 10月 11月 12月 問合せ

木更津市民
総合福祉会館

18日（日）
19日（祝）
23日（祝）

10日（祝）
16日（日）

3日（祝）
20日（日）
23日（祝）

18日（日）

木更津市
潮見2－9

☎（23）2611
年末年始休み
12/28～1/4

木更津市老人
福祉センター

5日（月）
12日（月）
19日（祝）
20日（振）
23日（祝）
26日（月）

3日（月）
10日（祝）
11日（振）
17日（月）
24日（月）
31日（月）

3日（祝）
7日（月）

14日（月）
21日（月）
23日（祝）
28日（月）

5日（月）
12日（月）
19日（月）
26日（月）

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

〜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〜

受付期間：令和4年6月1日～令和4年7月26日（順不同、敬称略）
寄 付 金	・平良　明子
	 ・ヒラノ商事株式会社
	 ・祇園むつみ会
	 ・ユニー株式会社
	 		小さな善意で大きな愛の輪運動アピタ木更津店
	 ・日豊興産株式会社
	 ・匿名3件
【問合せ】	 管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

～「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。
申込先　管理係　☎（25）2089

　「みんなで食べるとおいしいね」を合言葉に、5月31日に第1回目を開
催しました。場所は木更津市真里谷（馬来田地区）で、喫茶店の休業日を
利用して、子ども食堂を開催しました。
　コロナがなかなか収束に向かわない中で、「みんなで食べるとおいし
いね」の目標に向けて、大人も子供もちょっとだけ楽しい時間を持つこ
とや気分転換できればと思っています。　
　子ども食堂という名前ですが、子供から一人暮らしの高齢者までど
なたでも来ていただければ大歓迎です。
　名前の馬来田ぷらすの「馬来田」は、木更津市富来田地区の一部を昔
から「まくた」と呼んでなじみがあります。「ぷらす」は、一人からまた一
人へとつながり、拡がっていくようにとの願いを込めて名付けました。
　スタッフは7人、地元の主婦が中心で楽しく調理しています。食材を
地元の方から、野菜やお米など寄付していただき、大変感謝しています。
皆様の協力のもと、続けていきたいと思います。
開催日時	 毎月最終火曜日　17時半〜19時まで
	 	 	 約40名（無くなり次第終了）
場 　 所	 木更津市真里谷49　花とカフェ	ハンノ木
参 加 費	 子供100円　大人300円
連 絡 先	 080ｰ9394ｰ8739（金井珠美）

　各地区社会福祉協議会で開催しております敬老会事業につきまして
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全地区中止が決
定いたしました。

馬来田ぷらす

令和４年度
敬老会事業の中止について

結婚相談所 登録者募集中
　木更津市社会福祉協議会では無料の結婚相談所を開設し
ています。市内在住で結婚をご希望の方、あなたの出会い
を女性相談員2名が応援いたします。　

 利用の流れ
①まずはお電話でお問い合わせください。
②登録手続き　　　来所のうえ、手続きをお願いします。
③面接　　　　　　プロフィールやお相手への条件などお伺いします。
④パートナー選び　	登録会員資料の中から、自分に合いそうな方を選ん

でいただき、（1回3名まで）お相手に紹介書を郵送し、
お見合いするかどうかを伺います。　

☆お見合いご希望の場合☆　　	相談員が日程調整のうえ、セッティング
します。→お見合い→交際開始

☆お見合い不成立の場合☆　　次の方をご紹介いたします。

登録に必要な物
①登録申込書（所定のもの）　　②履歴書　1通（市販のもの）
③独身証明書（市役所市民課で発行・1か月以内のもの）
④写真　2枚（3か月以内に撮影した本人のみが写っているもの
　　　　　　全身と上半身のもの）


