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第30回富津市社会福祉大会
〜みんなでつくろう心ふれあうハートフルタウン〜
〜社会福祉大会とは〜

社会福祉協議会では、皆さんの福祉に対するさまざま
な問題を地域の皆さんと一緒に解決できるように活動
しております。また、ボランティア活動・福祉教育推進活
動等を通して地域福祉の充実を推進しております。
社会福祉大会は毎年開催しており、今年で30回目の開
催となりました。社会福祉大会は富津市における福祉活
動について地域の皆さんと一緒に考えたり、情報を交換
するための場所であり、また、日頃活躍されている団体
や市民の方々を表彰し、感謝の意を表する場でもありま
す。当日は式典や記念講演を行い、また各地区社会福祉
協議会やボランティア団体が日頃の活動状況をパネル
展示しております。
皆さまのお越しを、心よりお待ちしております。

期 日：平成23年1月22日 J
時 間：午後12時30分〜午後4時
場 所：富津公民館
大会プログラム
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オープニング 富津中学校吹奏楽部
大会式典
アトラクション 望の門新生舎
記念講演
閉会（予定）

記念講演

「今、求められる消費者の自立とは」
〜高齢者をとりまく消費者問題〜
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早稲田大学第一文学部卒業「社会学専攻」
日本放送協会
（NHK）
入局 山形・岐阜・高松・福岡・名古屋・東京の各局に勤務。担当業務：ミッ
ドナイト・ジャーナル/くらしのジャーナル・国会中継等
チーフアナウンサーとして活躍も依願退職、ベトナムで日本語講師として充電
フジテレビ「ニュースJAPAN」キャスター
フジテレビ「スーパーニュース」キャスター
フジテレビ「スーパーニュースウィークエンド」キャスター
フリーになり、報道・情報・クイズ・バラエティー等にて活躍中
ハワイアンバンドを学生時代から組み、現在もボーカルとして参加するなど、講演、執筆等幅広い分野
で活躍している。
早稲田大学非常勤講師

◆ 著者
「アオザイの国へ」（同友館）
ベトナム戦争後、日本との民間交流が再開された80年代末から開放政策によって急速に経済が回復し、
観光ブームとなった現在までのベトナムの変化を写真と文で綴ったもの。

民 生・児 童 委 員 だ よ り
富津市民生委員児童委員協議会広報・研修部会発行

峰上地区社会福祉協議会活動の一環

︻日帰りバス旅行︼
高齢者の方々に︑見学を取り入れて食事を楽
しんで貰おうと日帰りバス旅行を平成 年度か
ら実施しており︑今年度で６回目を迎えました︒
今年度は 歳以上の方や新しく参加された方も
多くなり有意義な１日を過ごすことができまし
た︒
︻輪投げ大会︼
平成 年度から７月に高齢者の方々と天羽東
中学校生徒とチームを組んでの輪投げ大会を実
施しています︒
この大会では世代を超えて競技を楽しみ︑競
技の後には飲み物︑パンを提供して︑ゆっくり
と雑談する時間をとり交流を深めています︒今
では峰上地区の定着した世代間交流の行事となっ
ています︒

民生委員児童委員をご存知ですか

活動の目的は？
社会奉仕の精神をもって相談に応じ︑住民が
尊厳をもってその人らしい自立した生活ができ
るように支援を行うことによって︑誰もが安心
して暮らすことのできる地域社会づくりを目指
しています︒

どんな活動をしているの？
子育て・福祉に関する相談相手です︒
●皆さんが抱える問題について︑相談にのりま
す︒
●市にどんな福祉制度や子育て支援サービスが
あるか︑紹介します︒
●必要なサービスが受けられるか︑関係機関と
の﹁つなぎ役﹂になります︒

第

回千葉県社会福祉大会が
開催されました

●民生委員児童委員︵在職期間
白井なみ子︵大佐和地区︶

年以上︶

︻千葉県社会福祉協議会長表彰受賞者︼
順(不同・敬省略

千葉県社会福祉大会は︑
福祉関係者が一堂に会し︑
多年にわたり社会福祉の
発展に功労のあった方々
を表彰し︑感謝の意を表
することにより︑もって
本県の社会福祉の一層の
発展を図ることを目的に
開催しております︒
当日は大会式典と千葉
県副知事 坂本森男氏に
よる﹁超高齢社会に向け
た地域のあり方﹂につい
ての講演もありました︒

月 日 千葉市の青葉の森公園芸術文化ホー
ルで︑第 回千葉県社会福祉大会︵主催 千葉
県・千葉県社会福祉協議会・千葉県共同募金会︶
が開催されました︒
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●社会福祉施設︵在職期間
年以上︶
社会福祉法人薄光会
太陽のしずく
湊ひかり学園
鳥居博明
岡田和夫
加藤昭平
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どのように選ばれるの？
市に設置された民生委員推薦会によりその選
考が行われ︑県知事に推薦されます︒その後は
県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴
いたのちに︑厚生労働大臣に推薦を行い︑厚生
労働大臣が委嘱します︒

60
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社会福祉法人さつき会
つつじ苑
今木康之・鶴岡恵子
高橋涼子・劒持たつみ

社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会
望みの門学園
望みの門楽生園
森加代子
安西千枝子
望みの門紫苑荘
在原礼子
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17

︻福祉教育推進団体の指定︼
今年度︑千葉県から福祉教育推進団体の指定
を受けました︒この事業はパッケージ指定で︑
環小学校︑関豊小学校︑天羽東中学校︑天羽高
等学校と峰上地区社協が連携をとりながら︑共
通しあえる事業をみいだし３年間実施していか
なければなりません︒
幸に峰上地区社協は学校との関わりを従来か
ら持ってきていますので︑スムーズに事業に取
り組むことが出来ています︒﹁福祉教育とはいっ
たい何をすればよいのか﹂当初は戸惑いました
が︑現在は教育委員会や富津市社会福祉協議会
へ相談や協力を得ながら進めています︒

昨今の大規模災害の復旧・復興に際し、社会福祉協議会は
重要な役割を担ってきました。
また、県社会福祉協議会では、大災害が発生したとき、被
災地の現地ボランティアセンターを支援し、救援活動やボラ
ンティア関係組織等の連携強化・協働化事業の推進を重点的
に取り組んでおります。
今回、11月12日に県内の市町村社会福祉協議会が一同に集
まり、災害が県内で発生した際に県社会福祉協議会と市町村
社会福祉協議会が専門性を活かし、災害時における連絡窓口
や県社会福祉協議会を通じた相互支援、要援助者の実態把握
などを目的に、災害時相互支援に関する協定を締結しました。
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他にも︑市の行事に積極的に参加しており︑
中でも福祉バザーへの参加により︑収益が地域
の福祉に役立っています︒また︑地域の皆さん
のご理解とご協力があるからこそ事業を推進で
きています︒今後とも︑地域の皆さんといっしょ
に地域力を強め︑地域福祉を進めていきたいと
考えています︒

千葉県内社会福祉協議会災害時の
相互支援に関する協定を行いました

▲優勝された２名の方

﹁福祉ふっつ 号﹂から始まった民生委員児
童委員活動を通じての各地区社会福祉協議会の
紹介も﹁峰上地区社会福祉協議会﹂で最後の紹
介となりました︒
広報・研修部会では︑今後も市民の皆さんに
何を伝えればよいかを検討しながら民生委員児
童委員活動を紹介していきたいと思います︒
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峰上地 区 社 会 福 祉 協 議 会
︵以下︑峰上地区社協︶
の
活動紹介
峰上地区は君津市︑鴨川市︑鋸南町に隣接し
ています︒山間部では高宕山︑戸面原ダム︑ま
た紅葉がきれいなもみじロードと名所があり︑
自然豊かで農産物も豊富な地域といえます︒
峰上地区の人口は３︐１７８人 世帯数は１︐
１４２世帯
歳以上の人口は１︐０５７人で
高齢化率は ％にもなります︒峰上地区社協は
地域の現状を踏まえながら地域の社会福祉の増
進を図ることを目的に年間様々な事業に取り組
んでいます︒

峰上地区社協の事業紹介
︻給食サービス︼
一人暮らし高齢者の方に安否確認を含めた給
食サービスを年４回︵５月・７月・９月・ 月︶
実施しています︒お弁当にデザートか果物のい
ずれかを添え︑季節を感じていただけるような
内容のお弁当を用意し︑おはぎやお寿司等も提
供しています︒
︻広報紙発行︼
広報紙を年２回峰上地区の住民の皆さんに発
行しています︒なかでも毎回掲載している﹁お
元気さん﹂のコーナーでは︑ 歳を越えたお元
気な方を訪問取材して紹介しています︒
︻グラウンドゴルフ大会︼
老人クラブと天羽東中学校生徒とがチームを
組みグラウンドゴルフ大会を実施しています︒
老人クラブの方から競技方法等を教えてもらい︑
世代間交流を深めることにより︑社会勉強にな
るのではないかと期待がもてる事業かといえま
す︒
90

▲輪投げ大会の様子
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月 日 富津市総合社会体育館で︑輪投げ大会が開催され
ました︒輪投げ大会は毎年開催しており︑日頃各単位老人クラ
ブで練習している力を発揮するために︑団体 チーム︑個人
名が参加し熱戦を繰り広げました︒
︻大会成績︼
﹁団体戦﹂
優 勝 八幡睦会
準優勝 川向弁天老人会
３ 位 湊上町老人クラブ

回千葉県高齢者ゲートボール大会

﹁個人戦﹂
優 勝 宇山寅雄
準優勝 中後貞夫
３ 位 税所義敦

第

平成

｢

｢

｢ ｢

｢

｢

年度下半期貸出日

｢
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※祝日除く︶

年度下半期開催日

｢

※祝日除く︶

月
日 １月６・ 日
２月３・ 日 ３月３・ 日
場 所 富津公民館
時 間 午前 時〜午後３時
費 用 無 料

︵第１・３木曜日

22

︵第２・４金曜日

平成

｢

12

富津市老人クラブ連合会の活動 富津市老人クラブ連合会輪投げ大会
富津市老人クラブ連合会では︑会員の健康増進や生きがいづ
くり︑親睦を深めることを目的に各種の大会を開催しておりま
す︒また︑市内の大会以外にも︑君津四市の大会や県大会等に
も参加しております︒

回全国健康福祉祭いしかわ大会

｢

｢

布えほん・おもちゃの作品

健康で明るい県民づくり運動
第 回君津四市老人クラブ会員スポーツ大会

30

﹁グラウンドゴルフの部﹂
優 勝 伊美 賢一︵木更津︶
準優勝 弥富 正子︵君 津︶
月 日 大網白里町の増穂中学校のグランドで︑第 回千
３ 位 田川 能堀︵木更津︶ 葉県高齢者スポーツ大会が開催され︑富津市老人クラブ連合会
４ 位 前川 利彦︵木更津︶ からは﹁千種新田チーム﹂と﹁八幡チーム﹂の２チームが代表とし
５ 位 小田島喜平︵富 津︶ て出場しました︒
６ 位 小宮 敏照︵袖ヶ浦︶
７ 位 広木 勝男︵袖ヶ浦︶
８ 位 古川 正夫︵袖ヶ浦 )
９ 位 篠原 廣光︵袖ヶ浦︶
位 坂口 光司︵富 津︶
位 石川 完治︵袖ヶ浦︶
位 鳥飼 いせ︵袖ヶ浦︶
位 鈴木 勢 ︵富 津︶
位 伊藤 茂男︵木更津︶
位 岩澤 久 ︵富 津︶

老人クラブがスポーツ大会を主催することにより︑高齢者自
らの健康保持と︑家族及び地域社会との交流を深め︑生活の喜
びを高めることを目的に毎年開催しております︒今年で 回を
数える大会は 月 日 袖ヶ浦市総合運動場で開催され︑富津
市老人クラブ連合会では︑ゲートボールの部に３チーム︑グラ
ウンドゴルフの部に 名が代表として出場しました︒君津四市
の老人クラブからゲートボールの部 チーム︑グラウンドゴル
フの部 名が参加しました︒
︻大会成績︼
﹁ゲートボールの部﹂
優 勝 千種新田Ａ︵富津︶
準優勝 亀山︵君津︶
３ 位 八幡︵富津︶

第
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この大会の上位３
チームは︑全国健康
福祉祭
﹁ねんりんピッ
ク ﹂︵ 全 国 大 会 ︶へ の
出場権を得られる大
会であり︑当日は県
内から集まった強豪
チームが熱戦を繰
り広げました︒
接戦が繰り広げら
れる中で
﹁千種新田チー
ム ﹂が 勝 利 を 重 ね ︑
見事に第３位になり
﹁ねんりんピック﹂の
出場権を獲得するこ
とができました︒

「おやこ遊遊ひろば」のボラ
ンティアに関心のある方は、
富津市社会福祉協議会まで
ご連絡ください

10

13

布えほん・おもちゃ貸出し

月 ・ 日 １月 ・ 日
２月
日︵ 日は祝日のためお休み︶
３月 ・ 日
場所 中央公民館
時間 午前９時半〜 時半
対象 市内に住む親と子︵就園前︶
費用 無料
◆主任児童委員の
子育てなんでも相談
同時開催中︒お気軽にご利用ください

11

11

33

17 16
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11 10
25 25 24
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﹁千種新田チーム﹂と
﹁八幡チーム﹂の
皆さん

12

29

﹁ねんりんピック﹂の愛称で親しまれている﹁全国健康福祉
祭﹂が 月９日から 日まで石川県で開催されました︒
本市からは︑グラウンドゴルフの部の代表として︑岩澤久さ
んが出場しました︒岩澤久さんは前年度の千葉県高齢者スポー
ツ大会のグラウンドドゴルフの部で準優勝し今年度﹁ねんりん
ピック﹂に出場しました︒おしくも入賞はできませんでしたが︑
全国の予選を勝ち抜いた男性の部２９７名と競技を行いました︒

子育て支援事業

おやこ遊遊ひろば

12

15 14 13 12 11 10

17 20

ボランティア募集!

14
28

11

「千種新田Ａ」への表彰の様子

20

30

12

11

おめでとうございます

第３位

10

29
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【内 容】
生徒１人につき図書券5,000円分を贈呈

【配布方法】
３月頃に申込みのあった家庭へ民生委員児童委員の方が
配布します。

【申込方法】
平成22年12月24日（金）までに富津市社会福祉協議会へ
ご連絡下さい。
８７−９６１１

シルバーテレホン友愛サービス
ボランティア研修会を開催しました

【対 象】
ひとり親家庭で平成23年３月に中学校を卒業する生徒
（公立・私立は問いません）

シルバーテレホン友愛サービスとは︑
ご希望のあったひとり暮らしの高齢者
へボランティアさんが電話訪問による
安否確認をしています︒
電話訪問は毎週月曜日から金曜日の
午前 時から午後３時までで︑土日・
祝日及び年末年始︵ 日から翌年３日
まで︶はお休みさせて頂いています︒
また︑連絡がつかない時は︑各地区
の担当民生委員の方へ連絡し︑訪問等
しながら安否確認を行っています︒
今回は︑現在活動しているボランティ
アさんを対象に 月２日に︑社会福祉
法人﹁いのちの電話﹂から飯田優子
氏と甘利勢津子氏を講師として招き︑
電話の応対方法について講義や演習を
行うなどの研修会を開催しました︒

富津市内の在住のひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）で、
下記の対象に該当する希望者に図書券の贈呈を行います。

11

29

富津市ガイドヘルパー
現任研修を開催しました

平成22年度ひとり親家庭
中学卒業祝品贈呈のお知らせ

10

ガイドヘルパー事業は︑視覚障がい者のガイド︵外
出支援︶をするために富津市社協独自の研修過程を修
了した方が活動
しています︒
今回は︑現在
活動しているガ
イドヘルパーの
方を対象に９月
日に千葉県立
千葉盲学校から
布留川修氏を講
師として招き︑
講義や実技など
の研修会を開催
しました︒
28
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第8回富津市社会福祉協議会 福祉バザーを開催しました
満員御礼！ありがとうございました

10月23日、富津市総合社会体育館にて第8回富津市
社会福祉協議会 福祉バザーを開催しました。
当日は、出店者を含めて約1,000人の来場があり、
大盛況のうちに終了することができました。
今回の福祉バザーの収益金は、各福祉団体の活動
資金として有効に使用させていただきます。
皆様のご協力ありがとうございました。

