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第34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〜
期日

平成 27 年 1 月 24 日 土

時間

午後 1 時から午後4 時まで

場所

富津公民館

日頃社会福祉発展に功績のあった団体及び市民の方々を顕彰し、感謝の意を表す
るとともに、ふれあいと支えあいのある心豊かな社会の実現を改めて認識し、本市
における社会福祉の一層の発展を図ることを目的に、市内の福祉関係者・市民の皆
様が一堂に会し、開催します。

開 催 内 容
◆大会式典 13：00 〜 13：45
◆アトラクション

13：50 〜 14：20

＊大道芸人JTによるアッと驚く、そして
楽しいジャグリングなどなど。
2011年大道芸のコンテスト芸王グラ
ンプリに出場。審査員特別賞を獲得。

◆中学生・高校生災害時対応研修
参加者によるパネルディスカッション
14：30 〜 15：30

＊8月に行いました岩手県
宮古市への研修に参加
し た 市 内 の 中 学 生・高
校生が発表を行います。

◆抽選会 15：35 〜

皆さまお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
（ご来場者には、平成27年カレンダーを贈呈します。
）

【問合せ先】富津市社会福祉協議会

☎87-9611

生活困窮者自立支援事業
当法人では、
「仕事を失った」
「経済的に困窮している」
「働
いて自立したい」「一時的な生活資金で困った」などで悩ん
でいる方の随時相談受け付けをしております。尚、右記日
程で出張相談も受け付けをいたしますのでご利用ください。
（予約は必要ありません。）

平成27年1月22日（木）

天羽老人憩の家 13：00 〜 16：00
平成27年1月26日（月）
富津市大佐和地区地域包括支援センター
13：00 〜 16：00

この事業は平成２５年１２月６日、生活困窮者自立支援法が成立し、平成２７年４月から全国で新し
い制度として実施されます。この目的は、社会経済の構造的な変化に対応し、これまで十分でなかっ
た生活保護受給者以外の生活困窮者への自立に向けた支援を強化するもので、平成26年６月より
モデル事業として展開しているものです。

ヘルパーを募集しております。

音訳テープの貸出し

当法人では、ヘルパーを募集しております。在宅で自由な時間が
ある時にでも働いてみませんか ? 随時募集中です。

視覚しょうがいをお持ちの方に広報ふっつ、
県民だよりをテープに入れお届けしています。

▶詳しくは、
富津市社会福祉協議会

▶ご希望の方は、
富津市社会福祉協議会

☎８７-９６１１

☎８７-９６１１

富津市老人介護家族の会

在宅で介護をしている方の集まりです。交流、親睦、研修等をとおし介護疲れを防ぎながら相談がいつでもできるような環
境を作るために活動しています。一緒に活動しませんか？
▶詳しくは、富津市社会福祉協議会 ☎８７-９６１１

平成26年度ひとり親家庭中学卒業祝品贈呈のお知らせ
富津市内に住んでいるひとり親家庭
（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カードの贈呈を行います。
対 象

ひとり親家庭で平成27年3月に中学校を卒業する生徒（公立・私立は問いません）

内 容

生徒１人につき図書カード5,000円分を贈呈

配布方法

平成27年3月頃に、申込みのあった家庭へ民生委員・児童委員の方がご自宅に訪問し贈呈します。

申込方法

平成27年1月23日（金）までに富津市社会福祉協議会へご連絡下さい。

☎８７-９６１１

フードバンクにご協力ありがとうございました
ご家庭で不要な食品があればぜひ「フードバンク」にと呼
びかけたところ「お米、おそば、インスタント食品、レトル
ト食品、缶詰」等の多くの食品が集まりました。早速「フー
ドバンクちば」にお届けしました。ご協力大変ありがとうご
ざいました。なお、当法人では随時食料品の受け付けを行っ
ておりますので、賞味期限が切れていない食品でご家庭では
使わないものがありましたら、ご協力をよろしくお願いいた
します。尚、第9回フードドライブ（食品回収）が平成27年
1月13日（火）
〜2月27日（金）の間、開催されますのでご
協力よろしくお願いいたします。

※26年度において食べ物がなく困っている市内17世帯に「フードバンクちば」
より食料が送付されております。

フードバンクとは
包装の破損や印字ミス、賞味期限に近
づいた等といった理由から、品質には問題
がないにもかかわらず廃棄されてしまう食
品・食材を、企業や個人等から引き取り、
必 要としてい る
福 祉 施 設・団 体
や生活困窮者等
へ無 償で提 供す
る活動です。

第64回千葉県社会福祉大会が開催されました
11月13日

青葉の森芸術文化ホールで、第64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。
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
謝の意を表するとともに、
「この千葉で暮らして良かった」
と思える地域社会をめざし、社会福祉の充実に向けて啓発
を図る機会とするために開催します。当日は大会式典と医療法人財団松圓会理事長（前千葉県
病院局長）小田清一氏の講演「平成養生訓 ― 21世紀の健康長寿の秘訣 ― 」が行われました。

富津市受賞者紹介（順不同・敬称略）
【千葉県社会福祉協議会会長表彰】
●社会福祉施設・団体関係職員功労者
（在職期間 20年以上）

鳥海秀子（望みの門紫苑荘）
●優良市町村社会福祉協議会支部（地区）功労者
青堀地区社会福祉協議会（代表者 榎本 孝）

●民生委員・児童委員功労者（在職期間 10年以上）
在原寛子
井上紘子
秦野裕行
坂井東子
髙橋良充
山田治幸
山嵜 豊
礒部雄三

こんにちは！富津市大佐和地区地域包括支援センターです
当法人では、富津市より委託を受け、大佐和地区を活動圏域とする、地域包括支援セン
ターを運営しております。

地域包括支援センターって？
高齢者の皆さまが可能な限り住み慣れた地域で安心して生活できるように高
齢者本人はもちろんのこと、家族や地域の皆さまの困ったことについて保健・
福祉の専門家がご相談にのります。

介護予防ケアマネジメント事業

総合相談・支援事業

○介護認定で「要支援」と判定された高齢者を対象に、
介護予防ケアプランを作成します

○高齢者に関するすべての相談の受付（必要に応じて訪
問もします）

○介護認定で「非該当」と判定された、または要介護認
定を受けていない高齢者を対象に介護予防支援を実施

○介護・医療・福祉・保健など、さまざまな制度やサー
ビスの紹介

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

権利擁護事業

○地域のケアマネジャーを対象とした研修会の実施
○ケアマネジャーが抱える困難事例についてのアドバイス

○悪徳商法などの被害防止と対応・高齢者虐待の早期
発見と防止
○成年後見制度の手続き支援

【問合せ先】富津市大佐和地区地域包括支援センター ☎２９-６７７０

の 紹介コーナー
このコーナーでは富津市在住の方々を紹介いたします。
第2回目は、苦情解決のための「第三者委員」に就任されております、岩瀬に
お住まいの稲葉一郎様です。

●いろいろとお聞きしました。
●稲葉氏は、

質問

1 最近の子供たちについて一言。

稲葉

児童虐待、子供の貧苦などの増加が社会問題化しているが、
国際的に活躍している子供が増えており頼もしい一面もある。

質問

2 高齢化についてどう思いますか？

稲葉

質問
稲葉

▲仏像と一緒に

1. 住所 富津市岩瀬
2. 生年月日 1940年7月1日生まれ
3. 1964年千葉大学卒業・東洋経済新報社入社、2001年退
職・富津市教育委員会委員長を務めた。

質問

4 地域福祉についてはどう思いますか？

医療の進歩により寿命が大きく伸びていることはよいが、寝
たきりで医療で生かされている高齢者が多いことも事実。医
療・介護の増大は、若者世代への負担を強いることになり今
後の社会保障に影響を及ぼすことは間違いないと思われる。

稲葉

3 社会福祉協議会事業について感じていることは？

質問

5 社会福祉協議会利用の手引についての感想は？

稲葉

きめの細かい作りをしており事業がよくわかるように工夫
されていると思います。

質問

6 これからの社会福祉協議会に望むこと、

若干の知識はあったものの、パンフレットを見るまでは活動
についてあまり知りませんでした。身体的、経済的、社会的
弱者にきめの細かな活動に敬意を表します。市民に対し、もっ
と情報発信をすることも大事だと思います。

稲葉

質問
稲葉
▲趣味のオーディオ機器とレコード・CD

面積が広く、個人商店・スーパーなどが少ないため高齢者
にとっては買い物が悩みの種だと思う。介護では、自分の母
親の介護で感じたが「介護難民」がいかに多いか気付かされた。

期待することは何ですか？

国の政策により社会保障が担当者の思うようにはならない
ことが多いと考えられます。国の財政の厳しい中、いかに財
源を確保し、弱者に対する手厚いサービスをいかにするかが
課題。一方、
「社協」の情報発信と自治体住民一人一人の社会
保障に対する理解・協力も必要である。

7 どのような趣味をお持ちですか？
趣味は、読書・音楽鑑賞・仏像制作の３つ。LPやCDは数
千枚あるがほとんどはクラッシックです。今は仏像制作に集
中しており「純粋できれいな世界への憧れが音楽であり仏像
制作です。」

皆さんのご協力をお願いします！
ペットボトルキャップをゴミとして焼却処分すると、CO２の発生源となります。環境保護と再資源化の促進のために分別
回収し、リサイクル業者に買い取ってもらった売益金を、
「世界の子供にワクチンを日本委員会」に寄付し、ワクチンとなっ
て世界の子供に届きます。
おおむね800個で一人分（20円分）のポリオワクチン代となり、一人の子供の命が救えます。
なお、ペットボトルキャップは、よく洗い乾かしてください。よろしくお願いいたします。
回収場所

富津市社会福祉協議会（下飯野2443）
☎0439−87−9611
天羽老人憩の家（岩坂487−5）
☎0439−67−2801
富津市大佐和地区地域包括支援センター
（小久保2888）☎0439−29−6770

＊月曜日から金曜日の９時００分〜１７時００分までに回収場所にお持ちください。

「使用済み切手」
「プルタブ」
「テレホンカード」
「プリペイドカード」
「ベルマーク」
「書き損じハガキ」も収集しておりま
すのでご協力お願いいたします。

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

70

環境に配慮し、古紙配合率70％の再生紙
及び植物油インキを使用しています

禁無断転載

