
　改正社会福祉法では、税制上の優遇措置を受ける公益性の高い社会福祉法人は、「地域における公益的な
取組」等により、地域社会に積極的に貢献していくことが求められています。
　このたび、本会では、社会福祉施設連絡協議会との協働により、「社会福祉法人の地域における公益的な
取組実践事例集」を作成しました。ぜひ、ご活用ください。
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作成しました
「社会福祉法人の地域における公益的な取組実践事例集」

作成しました
「社会福祉法人の地域における公益的な取組実践事例集」

社会福祉法人の地域における公益的な取組
　事例集は、本会のホームページでご覧いただけます。作成にあたっては、実践されている各施設
の職員の方々より、実施に至る経緯などを伺いました。
　地域とつながりたい法人、法人とつながりたい地域の方は、５面下部の区事務所にご相談くだ
さい。

で検索し、本会ホームページの
下記をクリック

社会福祉法人の地域における
公益的な取組 実践事例集
千葉市社会福祉協議会 社会福祉施設連絡協議会

社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

取組事例の紹介
買物支援サービス

施設内のホールを活用した高齢者向け食事会

高齢者向け食事会（送迎付き）

高齢者の交流拠点「まちかど相談室 花見川」

地域交流スペースの活用＋高齢者サロンへの協力

学習支援（夕食の提供付き）

多世代型食事会（こども食堂）

オレンジカフェ

子育て・いきいき（高齢者）サロンの開催

地域団体に拠点提供＋支え合い活動をサポート

子育て相談室
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地　域

＋

社会福祉法人

専門知識

できること！

やってみたいこと！

人材

★ 案1

★ 案2

★ 案3

取組案

ノウハウ施設

・ 町内自治会
・ 社協地区部会
・ 民生委員・児童委員
・ NPO法人
・ 地域福祉団体など

地域課題
（ニーズ）

地域の会合に
参加するなど、
関わりを持つ

決まった！

検索千葉市社協
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お店のスタッフから一言
◆ 私たちのスーパーを知ってもらうきっかけに
　 なれば幸いです。

◆ お客様から大変好評で、「楽しみにしているよ」
　 という声をいただいております。

◆ たまに、プライベートブランドのPRをさせていた
　 だいています。

その他：あんしんケアセンターや保健福祉センター
　　　　健康課の職員が来て、健康相談も行っています。
問合せ：本会花見川区事務所　TEL　043-２７５-６４３８

日　時：毎月第４月曜日　10:00～12:00
対　象：どなたでもお越しください　
内　容：認知症や健康についてのお話、折り紙など
参加費：無料

まちのスーパーマーケットが地域の居場所に
－ 『畑地区部会 いきいきサロン ライフ』の取組み －
まちのスーパーマーケットが地域の居場所に
－ 『畑地区部会 いきいきサロン ライフ』の取組み －

　社会福祉協議会　畑地区部会は、地元のスー
パー「ライフ　宮野木店」（花見川区）のフードコー
ナーを会場とした、『いきいきサロン ライフ』を開催
しています。
　この活動は、スーパー側からの「地域の方に
喜んでもらえることをやりたい！」という声を受け、
関係団体が連携し、同サロンを立ち上げたもの
です。
　近隣の高齢者や、スーパー来店者など、誰でも
気兼ねなく参加できます。
　普段から人が集まる「身近な場所」を活用した
このような取り組みが、ますます増えることを期待
しています。

▲この日は『大人の折り紙教室』を開催。端午の節句にあわせ、「兜（かぶと）」を制作。
　講師は地元の折り紙名人！

「いきいきサロン ライフ」 花見川区畑町５８５-１　「ライフ宮野木店」　

※サロン運営には、区生活支援コーディネーター・本会区事務所がPRや連絡調整などの後方支援にあたっています。

参加者の声
◆ 外出のきっかけにもなるし、お友だちとも話が
　 できて楽しいです。

◆ 近いから歩いてきています。家に一人でいても
　 つまらないから、ここがあると助かります。

◆ 折り紙は指先の運動にもなり、脳にもよいと聞いた
　 から参加しました。季節ごとの題材もすてきです。

地区部会から一言
◆ 明るく、楽しくがモットー！

◆ スーパーからは、飲み物やおやつなどを提供
　 いただき、とても助かります！

◆ スーパー、行政、あんしんケアセンター、地区部会の
　 ４者の知恵を出しあい活動しています。

◆ お買いものついでに、ぜひ遊びに来てください。
　 お待ちしています！

畑地区部会・
行　政

あんしんケアセンター
にれの木台

スーパー
ライフ

「いきいきサロン」

地　域

参加者
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　「赤十字奉仕団」は、赤十字の思想の普及や
活動資金の募集、災害救護、救急法・健康生活
支援講習等の普及、献血推進など赤十字事業
の推進にあたるとともに、地域の状況に応じて
高齢者福祉、障害者福祉など幅広い活動を行っ
ているボランティア団体です。
　千葉市赤十字奉仕団は、県下でも古く昭和
２４年４月に結成されました。地区ごとの活動
組織として「分団」があり、現在、市内に３１分
団、約８００人の奉仕団員が、各分団や、区域で

活動する区奉仕団、市域で活動する市奉仕団を
組織し、様々な活動をしています。
　赤十字活動として、モノレールちば駅献血
ルームでの献血への呼びかけ、毎年開催される
九都県市合同防災訓練での炊き出し訓練を
行っています。また、市奉仕団の自主活動と
して、平成２４年３月から毎月１１日、東日本大震
災遺児支援募金活動に取り組んでいます。赤
十字奉仕団では、一緒に活動するあなたの参加
をお待ちしています。

▲〈募金活動〉温かい気持ちが励みに

千葉市赤十字奉仕団をご存じですか？
－ 「無理なく・楽しく・できるときに・できることを」を合言葉に活動中！ －
千葉市赤十字奉仕団をご存じですか？
－ 「無理なく・楽しく・できるときに・できることを」を合言葉に活動中！ －

▲〈毛布でガウンを作る練習〉災害時にそなえて

区役所朝市で炊き出し訓練 ～ 花見川区赤十字奉仕団 ～

▲災害用煮炊釜は迫力満点

▲試食は毎回好評です
問合せ先 千葉市赤十字奉仕団事務局　TEL：043-209-8868

（社会福祉課 支援係）

　私たち千葉市赤十字奉仕団は、長年にわたりモノレール
ちば駅献血ルームでの活動、避難訓練での炊き出しや東日本
大震災遺児支援募金活動など、様々な活動を続け、今年、創設
７０周年を迎えました。
　来年１月には記念行事を開催し、奉仕団員のより一層の
団結を図ってまいります。
　長く活動を続けてこられたのは、たくさんの素晴らしい仲間
に恵まれたからです。現在、私たちは一緒に活動してくださる

仲間を募集しています。お気軽に事務局までお問合せください。

千葉市赤十字奉仕団
森元本部委員長

　花見川区赤十字奉仕団では、第２日曜日の花見川区役所前朝市に
合わせて、ハイゼックス炊き出し訓練を行っています（年１回）。この訓練
は、赤十字奉仕団のＰＲを兼ねており、花見川区赤十字奉仕団オリジナル
の「のぼり旗」のもとで、できたてのハイゼックス炊飯※を来場者に配布
し、大変喜ばれています。
※『ハイゼックス炊飯』
　災害時の避難所で炊飯器がなくても、水・米・ハイゼックス袋があればお湯の中で煮立てる
　だけで温かいご飯が出来上がります。
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ご支援・ご協力ありがとうございますご支援・ご協力ありがとうございます賛助会員のご紹介

2019年2月～2019年4月 敬称略。団体、法人は代表者名を省略、法人名は略称を使用させていただきました。個人、法人、50音順。

五十嵐 則子　石原 康子　和泉 佳子　伊藤 久恵　落合 武徳　小野口 寿一　影山 成己　糟谷 かつ子　門山 美千代　金子 全喜　菊谷 ひろ

北野 嘉大　黒川 泉　小池 義幸　佐々木 美智子　佐藤 忠浩　鈴木 實　須田 征司　髙橋 信之　鶴岡 喜嗣　刀根 洋　長嶋 洋二　野與 邦子

原田 雅男　福田 弘　藤岡 民良　皆川 あや子　村田 幸子　安田 敬一　山本 実　吉田 とし子　吉田 良子　あかいし脳神経外科クリニック

アルマ美浜　あんしんケアセンター浜野　イオンスタイル検見川浜　今村商事　（株）SCミート　榎本医院　（株）オーケー光学

特定非営利活動法人介護サービス　柏井新田町内会 こぶしの会　柏井新田町内会 花と緑の会　(有)春日不動産　（株）香取　かまだ皮フ科医院

（株）関電工　関東自動車共済協同組合　関東ヂーゼル（株）　キャンディーボックス　日下医院　(福)九曜会こころふる浜野　（株）グリーンタワー

(福)栗の木　京王自動車工業（株）　京成バス長沼営業所　（有）コウケン　(福)煌徳会　指定障害福祉サービス事業所 さいわい

障害福祉サービス事業所桜が丘晴山苑　ささや菓匠　（有）サンルックスけやき薬局　（有）宍倉造園土木　（株）清水商会　シャローム若葉

（有）白髭エンジニアリング　白百合自治会　新橋食品（株）　特別養護老人ホーム晴山苑　（株）セレモ千葉駅北口ホール

第211地区民生委員児童委員協議会　高洲コミュニティセンター　高洲地区センター振興会　鷹之台カンツリー倶楽部　鷹の台自治会 高年部いずみ会

鷹の台自治会 婦人部　鷹の台自治会グラウンドゴルフSG会　鷹の台ドライビングスクール　宅老所 いしいさん家　立山工業（株）

(福)父の樹会ガーデンセブン　（株）千葉正直屋　千葉西ケアマネージャー事務所(有)あいケアマネージャー事務所　中央労働金庫千葉県本部

東急町内会　長作松和会自治会　特別養護老人ホーム菜の花園　鍋嶋眼科医院　(宗)如意山本行寺　能勢学園高浜幼稚園

(学)畠山学園はまの幼稚園　軽費老人ホームはつらつの里　花と緑の会　花見ヶ丘 大樹会　花見ヶ丘自治会　花見川サンハイツ自治会

花見川団地商店街振興組合　花見川ロイヤル自治会　浜野長嶋内科　（株）バルブブランシュ　日野行政書士事務所　（有）ファースト商事

ボンセジュール千葉　誉田商店会　（株）マイキー　松原建設（株）　マルシン興産（株）　（株）宮崎興業　(医)明生会　メディアビジネス（株）

メディス千葉浜野　モン・カフェ　八千代台パークハイツ自治会 老人クラブひまわり会　(福)八千代美香会　山口耳鼻咽喉科　(医)有相会 最成病院

(医)有相会 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームかしわい　ゆりの木クリニック　（有）よし不動産　リック（株）

ワインの宝庫森川(有)森川商店

町内自治会等は、住民会員のほか賛助会員としてもご加入いただいた団体のみ掲載しています。
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千葉市社会福祉協議会 区事務所電話番号
若 葉 区 事 務 所
緑  区  事  務  所
美 浜 区 事 務 所

TEL：043-233-8181
TEL：043-292-8185
TEL：043-278-3252

中 央 区 事 務 所
花見川区事務所
稲 毛 区 事 務 所

TEL：043-221-2177
TEL：043-275-6438
TEL：043-284-6160

心温まるご寄附ありがとうございます心温まるご寄附ありがとうございますご寄附のお礼

2019年2月～2019年4月 法人名は略称を使用させていただきました。敬称略。個人、団体、50音順。

　寄贈していただいた自動車は、地域活動の現場へ、ボランティアコーディ
ネートに、ご家庭への相談支援に、などなど日々の業務の移動手段として
必要不可欠な存在です。
　故人やご遺族の意向により「社会福祉に役立ててほしい」と、ご寄附く
ださったものもあり、大切に利用させていただいています。

寄附の活用事例寄附の活用事例

▲在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会様から
　高齢者疑似体験セットをいただきました

【社会福祉事業資金】 
鈴木 健仁　301(作草部・天台)地区部会　JFEスチール（株）東日本製鉄所　稲毛いきいきプラザ設置募金箱

稲毛公民館設置募金箱　稲浜公民館設置募金箱　生浜公民館設置募金箱　大宮いきいきセンター設置募金箱

越智いきいきセンター設置募金箱　　城公民館設置募金箱　（株）ベルク　ことぶき大学校設置募金箱

小中台公民館設置募金箱　さつきが丘いきいきセンター設置募金箱　社協事務局設置募金箱　（宗）毘沙門堂

情報資料センター設置募金箱　白井公民館設置募金箱　新宿公民館設置募金箱　末広公民館設置募金箱

蘇我いきいきセンター設置募金箱　高洲コミュニティセンター設置募金箱　男女共同参画センター設置募金箱

千葉市桜木霊園管理事務所設置募金箱　千葉市テニス協会ベテラン委員会　千葉市ひまわり会

中央いきいきプラザ設置募金箱　中央区事務所設置募金箱　椿森公民館設置募金箱　土気いきいきセンター設置募金箱

轟公民館設置募金箱　認定NPO法人まちづくりスポット稲毛　花見川いきいきセンター設置募金箱　花輪クラブ

平和公園管理事務所設置募金箱　星久喜公民館設置募金箱　真砂いきいきセンター設置募金箱

緑いきいきプラザ設置募金箱　緑区事務所設置募金箱　美浜いきいきプラザ設置募金箱　美浜区事務所設置募金箱

宮崎公民館設置募金箱　若葉いきいきプラザ設置募金箱　若葉区事務所設置募金箱

【交通遺児基金】
第102地区民児協　第104地区民児協　第105地区民児協　第110地区民児協　第115地区民児協

【ボランティア基金】
五十嵐 治子　堀合 冨子　VEGA設置募金箱　（株）エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱

川戸公民館設置募金箱　桜木公民館設置募金箱

千葉県災害対策コーディネーター連絡会　千葉市舞踊連盟

千葉市ボランティアセンター設置募金箱　中央区事務所設置募金箱

土気公民館設置募金箱　としまや弁当おゆみ店設置募金箱

花見川区事務所設置募金箱　フードショップみやもと設置募金箱

フジゴルフパーク設置募金箱　誉田公民館設置募金箱

誉田ゴルフセンター設置募金箱　緑区事務所設置募金箱

美浜区事務所設置募金箱　森倉商店設置募金箱　若葉区事務所設置募金箱

【物品】（株）セブン-イレブン・ジャパン　在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会

◀寄附車両、今日も活躍中です



子ども達の生活・遊びのサポート、安全管理。

１８歳以上６５歳未満の方（高校生不可）、資格不問。

本会が運営する市内の子どもルームのいずれか。

夏休み期間：令和元年７月１６日（火）～８月３１日（土）。
※日曜日・祝日の勤務なし、勤務開始日応相談。

７：４５～１９：００のシフト制。
※勤務日、シフトは配属されたルームと調整のうえ決定。

時給９９０円。別途本会規程により通勤手当、時間外勤務手当を支給。

初めて勤務する方を対象に研修会を開催予定。

※応募方法や詳細については、お気軽にお問合せください。

この広報紙は赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

社会福祉
法　　人千葉市社会福祉協議会 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2（千葉市ハーモニープラザ内）

TEL 043-209-8884  http://www.chiba-shakyo.jp

はーとふる千葉

問合せ先 社会福祉課 児童育成班　TEL：043-209-6055　月曜日～金曜日（祝日を除く）9:00 ～ 19:00
※「ちばし社協だより」は、毎号3万2千部を発行し、各町内自治会での回覧や、公共施設等への配架を通じて、広く市民の方々にご愛読いただいています。

業務内容

応募資格

勤 務 地

雇用期間
　

勤務時間
　

賃　　金

そ の 他

子どもルーム（学童保育）夏季補助員募集子どもルーム（学童保育）夏季補助員募集

東京２０２０パラリンピック  千葉市でも開催されます！
　千葉市の幕張メッセ（美浜区中瀬2-1）では、パラリンピック4競技（ゴールボール、シッティングバレーボー
ル、パラテコンドー、車いすフェンシング）がおこなわれます。世界最大のスポーツイベントを間近で観戦できる
ことは滅多にありません。今からパラリンピック4競技に注目して、東京2020大会を盛り上げていきましょう！

　今年の夏も熱い！！一緒に元気な子ども達の生活や遊びのサポートをする夏季補助員を募集
します。

ボッチャを体験しよう！
　ボッチャも東京2020パラリンピックの正式種目のひと
つです。
　平成31年1月29日、稲毛区の都賀小学校において、
ボッチャ同好会、都賀小学校地区スポーツ振興会、近隣
の障害者福祉施設でい・さくさべ、本会稲毛区事務所の
連携により「ボッチャ体験会」が開催されました。
　当日はボッチャ体験のほかに、障害に関する福祉講話
も実施。障害のある方と地域住民がふれあう機会となり
ました。
　パラリンピックを来年に控え、本会では今後もボッチャ
を通じて、パラリンピックへの関心や障害者への理解を深める機会を提供していきたいと考えています。
　「ボッチャ同好会」は稲毛区穴川コミュニティセンターを拠点に毎週月曜日17時から活動しています。どなた
でもご自由に参加できますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？（問合せはボッチャ同好会へ）
　地域で体験会の開催を検討している方は、本会各区事務所へご相談ください。

問合せ先 ボッチャ同好会　TEL：043-441-6537 ／本会各区事務所　P.5下部
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