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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。

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70

富津市社会福祉協議会　富津市下飯野2443　☎87-9611　FAX87-9610

　去る11月９日、千葉県文化会館大ホールにて第6８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。当日
は大会式典と国立成育医療研究センターもみじの家ハウ
スマネージャー 内多勝康氏の講演「なぜ私は「もみじ
の家」のハウスマネージャーになったか～NHKアナから
医療的ケア児の現場へ～」が行われました。

大会内容

平成31年1月26日（土）　12時45分から
富津公民館（富津市新井）

日 時

場 所

～ みんなでつくろう心ふれあうハートフルタウン ～
富津市社会福祉大会を開催いたします富津市社会福祉大会を開催いたします第38回

　地域福祉推進のために活動されている皆様の活動報告や、日頃多くの場において活躍し
ている地域住民・福祉団体の皆様への表彰を行い、感謝の意を表するとともに「ふれあい
と支え合いのある心豊かな社会」の実現をめざし住民一丸となった福祉活動の推進を目的
として富津市社会福祉大会を開催いたします。是非ご参加ください。

森　朗 氏　◉プロフィール
　1959年東京都生まれ、兵庫県西宮市育ち。
　大学卒業後は日鉄建材工業（現日鉄住金建材）に入社し、経
理・総務・営業職に従事。趣味のウィンドサーフィンや海好きが
高じて1995年に気象予報士資格を取得し、ウェザーマップに入社。
　TOKYOMX気象キャスターを経て、TBS「ひるおび！」など、
テレビ・ラジオ番組に多数出演。全国で講演活動も行っている。
2017年7月よりウェザーマップ代表取締役社長に就任。

不入斗六所神社獅子神楽とは
じんじゃ し  し  か ぐ  らい り や ま ず ろ く し ょ

　鎮守・六所神社は、伊弉諾尊・伊弉冉尊をはじめ六柱の御祭神を祀っています。春祈祷(2月11日)、小祭(4月3日)、例祭(11月
3日)では、伊勢系二人立ちの獅子神楽が奉納されます。この獅子は雌獅子で、前半部分の柔らかな女踊りの所作が特徴とされて
います。戦時中の中断を経て、昭和20年代に復活しましたが、後継者難に苦しみました。昭和52年、地元の有志30人が不入斗
同志会を作り、獅子神楽舞とお囃子を伝承しています。

14時00分 

15時30分 

16時00分 閉　　会　

　去る10月23日、 富津市総合社会体育館にて第１６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26団体が出店し、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。

千葉県社会福祉大会が開催されました第68回

富津市社会福祉協議会福祉バザーを開催しました第16回

千葉県社会福祉協議会会長表彰【富津市受賞者】(敬称略)

社会福祉事業 功労
氏　名

井戸　義信
所属団体名

民生委員・児童委員

千葉県知事表彰【富津市受賞者】（敬称略）

社会福祉施設・団体関係
役職員 功労

木下　宣世
簾　　昭博
榎本　八重子
鈴木　雪江
三好　幸江
脇坂　和弘
半田　真実子
石井　聡

社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会
特別養護老人ホーム望みの門 富士見の里
中核地域生活支援センター
望みの門 かずさの里
養護老人ホーム望みの門 楽生園
社会福祉法人金谷温凊会
社会福祉法人金谷温凊会
社会福祉法人富津市社会福祉協議会

会長　鈴木　安夫
優良市町村社会福祉協議会支部

(地区) 功労 飯野地区社会福祉協議会

氏　名 所属施設・団体名

代表者名支部(地区)社会福祉協議会名

◎富　　津　森　田 様
◎大　　堀　小笠原 様
　　　　　　春　山 様
◎下 飯 野　田　口 様
◎千種新田　小　川 様
　　　　　　松　下 様

◎　 上 　　小　川 様
◎大　　坪　小　川 様
◎笹　　毛　小　原 様
◎売　　津　醍　醐 様
◎新　　富　施設利用
　　　　　　振興公社 様

◎上 飯 野　株式会社 保心 様
◎飯野地区社会福祉協議会 様
◎小 久 保　小駒ラジオ 様
◎佐　　貫　玄々堂亀田の郷 様
◎天神山地区社会福祉協議会 様

エコキャップ
プルタブ
古切手 など
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記念講演 「異常気象と災害対策」
講師　気象予報士　森　朗　氏

もり あきら

い  ざ な ぎ みことの い  ざ な み みことの

12時15分 受付開始

12時45分 オープニング　不入斗六所神社獅子神楽

13時15分 大会式典
ご寄付

ありがとう
ございます



　富津市ファミリーサポートセンターでは、大切なお子さまをお預かりする子育て支援事業として、まかせて会員
（子育ての手助け（応援）をしてくださる方）の方に、子育てに関する講習を受けながら活動を行っていただいてい
ます。講習は子育てに関わるすべての方にお伝えしたい内容となりますので、一緒に学び合いませんか！ 対象は、
センターの登録会員（まかせて・どっちも・おねがい会員）の方をはじめ、子育て中の方、子育てに関心のある方と
なります。各講習会の申し込みや詳細（講師、会場、定員数、申し込みの締め切り等）については、センターまで
お問い合わせください。

　足のけがなどで歩行ができない方・歩行に不安がある方等で、車椅子の利用を希望
される方へ貸し出しを行っています。

日　付

12/20（木）

2019/1/22（火）

2/13（水）

3/13（水）

時　間

10:00～12:00
13:00～15:00
10:00～12:00

10:00～15:00

9:00～12:00

講習会名

小児看護の基礎知識
保育の心
子どもの遊び
子どもの生活へのケアーと援助

子どもの栄養と食生活
身体の発育と病気

乳幼児救命講習
◇入会説明・会員登録については、随時受け付けております。（会員登録料、年会費はかかりません。）

　富津市に居住する一人暮らしの高齢者または高齢者世帯等で、公的制度
のサービスや家族の援助が受けられないことや、居住地域に公共交通の手
段がない等で、通院や買い物に困難が生じている方に支援をしています。

交通手段支援事業とは

　交通手段の支援にあたり、運転ボランティアをしてくださる方を募集して
います。登録は当協議会で行っています。
※詳細については、当協議会までお問い合わせください。

運転ボランティア募集

交通手段
支援カー

申し込み・問い合わせ先

◆しくみ

◆対　象　一人暮らし65歳以上の高齢者
◆費　用　

◆申　請 地区民生委員・児童委員に依
頼してください。

設置時の工事費１万円のみで
維持費はかかりません。

現在、使用されている固定電
話機に装置を取り付けます。
緊急時に腕時計タイプの発信
器のボタンを押すと、あらか
じめセットしておいた知人や
親戚に自動的に連絡が入りま
す。１人目、２人目が不在の時
は消防署に連絡が入り、救急
車が出動します。

◆利用できる方
◆貸し出し利用料

◆申し込み方法

○富津市内にお住まいの方
○1週間以内での利用は無料。
（1カ月以上経過していれば次回も無料です。）
○1カ月の利用で500円。
（更新は可能です。）

○当協議会にて、申請書を記入していただきます。
（印鑑は必要ございません。）
＊貸し出し、返却の際は申請者ご自身で運搬をお願いしま
す。

＊貸し出しの車椅子は標準タイプとなります。子供用もあ
ります。

　（座席幅約43cm。床から座席までの高さ約46cm）

車椅子

歩行器

シルバーテレホン友愛サービス    を利用しませんか

「福祉カー」を利用してみませんか

富津市ファミリーサポートセンター子育て講習会を開催します 車椅子・歩行器を貸し出しております

フードバンクへご協力お願いします

交通手段支援事業の運転ボランティアを募集しています

福祉緊急電話を利用してみませんか

　歩行困難な心身障害者（児）及び高齢者の家族等の為に、通院や外出などに、
利用できる車椅子用乗用車を無料で貸し出しいたします。なお、任意保険に
加入しておりますが、車両を運転できる年齢や車両の損害補償に関しては、
制限があります。
◉利用方法
　電話等で事前に予約をしていただき、福祉カー利用申請書を使用する前に提出
し、許可を受け利用できます。車両は利用日に貸し出しをいたします。車両を利
用した後は、清掃・点検・給油をしてすみやかに返却をお願いします。尚、有料
道路を利用する方はETCカードもご利用できます。

　この事業は、富津市内在住の一人暮らし高齢者の方の安否確認事業で、毎日電話（10:00～11:00）
による安否確認を行います。
◆対象者
◆費　用
◆対象日
◆申　請

富津市内に住むおおむね65歳以上の一人世帯の方
無料
月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）まで
●ご自身の担当地区民生委員にお申し込みください。
●利用者登録申込書を提出していただきます。
●当協議会からご本人に連絡を入れ確認後、本事業
の開始となります。

◆利用上の注意
安否確認が目的ですので連絡が取れるまで電話
をおかけいたします。前もって外出される予定
がわかっているときは、事前にお知らせ願いま
す。また、当日急に外出される場合でも、必ず
当協議会へ連絡をお願いいたします。

◎フードバンクとは
　包装の破損や印字ミス、賞味期限が近い等と
いった理由から、品質には問題がないにも関わら
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・団体等
や生活困窮者へ無償で提供する活動です。食品ロ
スを削減し、企業や個人の社会貢献を推進するこ
とで、食品確保が困難な方々の役に立つという新
しい食のリサイクルの形でもあります。

◎寄付いただきたい食品
■穀類（お米、麺類、小麦粉等）
■保存食品（缶詰、瓶詰等）
■乾物（のり・豆など）
■調味料各種、食用油

■インスタント・レトルト食品
■飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
■ギフトパック（お歳暮・お中元等）

多くの方からのご寄付をいただいております。ありがとうございます。

注意いただきたい点
❶賞味期限が明記され、かつ
2カ月以上あるもの

❷常温で保存が可能なもの
❸未開封であるもの

❹破損で中身が出ていないもの
❺お米は前年度産まで
（今回は平成30、29年度。玄米可）
❻アルコール類は受け付けておりません

第90号

富津市ファミリー
サポートセンター

受付時間

8:30～17:15
（土日祝日・年末年始を除く）

専用電話

070-3115-0505

ご近所の方
近くに住むご家族　等

市内に住むご家族
近くに住むご親戚　等

第3通報先
消　防　署

第1通報先

第2通報先

3カ所の通報先全てに通じるまで
繰り返し通報します。

緊急時腕時計型
無線発信器

緊急時登録先
救助音声通報器

ピーピーピーの
発信音の後、
私を助けてください
住所は...
名前は...
電話は...
のメッセージが
繰り返されます。

緊急事態発生
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