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このページに関するご連絡は、花見川区事務所まで（連絡先は最終ページ）

　夏休みに入った7月､花見川区にある市立
長作小学校､作新小学校（今年は外壁工事の
ため、近隣の町内会館で開催）には､元気な
子ども達の声が響きわたりました。
　ボランティアグループ｢結まあ～るの会｣
主催の“夏休み｢寺子屋｣”に参加する子ども
達です。
　この活動は､各小学校の図書室を借りて､
在校生を対象に､夏休み中の生活リズムを
整え､計画的な学習を支援することを目的に
毎年開催され､今年は2校で約125人の子ど
も達が参加しました。
　活動を支えているのは､地元の地域住民
の皆さんです。特に学習のサポートをしてくれ
る､中学生・高校生・大学生のボランティア
は「先生」として大活躍してくれます。

　“夏休み「寺子屋」”は、市立長作小学校、作新小学校で毎年7月か
ら8月にかけて全7回開催しています。
　秋休みには農業体験、春休みにはグランドゴルフを開催するなど、
「結まあ～るの会」では、この他にも様々な活動をしています。

　今年で活動7年目を迎え､小学1年生で参加していた子ども
達が､もう中学1年生になり､今度はボランティアとして参加し
てくれました。
　高校生､大学生ボランティアのなかには、教職を目指してい
る子も多く､活動後｢とっても参考になりました！！｣と言ってくれ
ます。
　私たちの活動は､地域の種まきの一つだと思っています。
子ども達は､地域に見守られてのびのび育ち､いずれは自分
たちが地域を支える側になってほしい。地域で人と人を結び､
つながりを生む活動を､これからも進めていきたいと思います。
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ゆい

「結まあ～るの会」から一言
ゆい
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【京成園生団地自治会】
　調理は自治会館の厨房を利用し、町内自治会の方たちが
調理や配膳に協力しています！

【「フォルテ」の地域交流スペース】
　食堂の会場として利用し、児童発達支援クラブの子ども
たちやその親だけでなく、地域の高齢者なども参加！
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地域の懸け橋として地域の懸け橋として地域の懸け橋として

　フォレストサウンドは音楽療法などを取りいれて、障がい
児者の発達支援を行っている稲毛区のNPO法人です。
　法人施設の一つ、児童発達支援クラブ「フォルテ」では、
地域と施設との交流を考えていた京成園生団地自治会長の
賛同を得て平成28年11月より「子ども食堂」の活動をスター
トし、今ではだれでも参加できる「地域食堂」に発展してい
ます。

●

●

子ども食堂の事例紹介など
http://www.mow.jp/archive.htm（一般社団法人全国食支援活動協力会ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html（農林水産省ホームページ）
ボランティア保険
子ども食堂の活動などのボランティア活動中に、けが、食中毒や熱中症などの事故が起きることがあります。万一の備えとして、
保険に加入することをお薦めしています。最寄りの社会福祉協議会ボランティアセンター（連絡先は最終ページ）の窓口で受け付け
ています。

ご案内

フォレストサウンド代表の山中さん

参加費

利用者

２００円開催日

場　所

奇数月第２金曜日　１８時～２０時

稲毛区園生町３４８-４３

連絡先 電話：０４３-３０５-４９００（特定非営利活動法人フォレストサウンド）

地域食堂「フォルテ」のご案内

　調理は自治会館の厨房を利用し、町内自治会の方たちが　食堂の会場として利用し、児童発達支援クラブの子ども

フォルテ利用者と家族、近隣住民（年齢等制限なし）フォルテ利用者と家族、近隣住民（年齢等制限なし）

　地域食堂の活動を施設と地域の懸け橋としてこれからも続けていきたいです。また、こうした
活動をきっかけとして、地域の高齢者をはじめとした様々な世代の住民に気軽に立ち寄ってもらえ
るような地域カフェや、地域での支え合い活動などに発展していければと思います。

NPO法人フォレストサウンドと京成園生団地自治会の
ひとりひとりを大切にした地域交流の居場所づくり
NPO法人フォレストサウンドと京成園生団地自治会の
ひとりひとりを大切にした地域交流の居場所づくり
NPO法人フォレストサウンドと京成園生団地自治会の
ひとりひとりを大切にした地域交流の居場所づくり

地域活動最前線2
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あすみこども食堂のご案内

さんぽ道にこども食堂を！さんぽ道にこども食堂を！さんぽ道にこども食堂を！

救世主登場
　そんな危機を救ってくれたのが、
同じ地域で地域密着型通所介護を
行っている「デイサービス さんぽ道」。
　施設借用の協力依頼をしたところ、
デイサービス後は空いているからと
快諾！　しかも、施設の使用料、光熱
水費、調理器具、食器に至るまで全て
無料で、こども食堂の運営にもいろ
いろ協力してくださり、６月からも
無事、活動を継続しています。

きっかけ
　「あすみこども食堂」は今年の３月
に活動を開始したできたてホヤホヤ
の子ども食堂です。
　地域の主婦の方々が「あすみが丘にこども食堂を…」と
いう想いで、あすみが丘プラザを会場としてスタートしました。
トラブル発生
　ところが活動を開始してすぐに問題が発生。
　あすみが丘プラザが工事のため、６月から１年間程休館と
のことで、会場の変更を余儀なくされました…。

きっかけ

両者をつなぎ、施設使用に関する「覚書」の締結等の
お手伝いをさせていただきました！

社協では

料　金 こども 1００円　大  人 3００円対象者

連絡先

特に定めていない

電話：０４３-２９４-１８９５（担当：判治【はんじ】様）

日　時

場　所

毎月第２金曜日　１７時～１９時

デイサービス さんぽ道
（千葉市緑区あすみが丘５-４４-１）

施設内は天然素材を使用した、
とても落ち着きのある空間!!
施設内は天然素材を使用した、
とても落ち着きのある空間!!

対象者・内容などは、各ボランティアセンターにお問い合わせください。（連絡先は最終ページ）

詳しくは
ちばシティポイント事務局
まで
TEL：0570-783-671
URL：https://chibapo.
　　  pointpack.jp/
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講座を受講してポイントを貯めよう！講座を受講してポイントを貯めよう！ 地域活動はじめの一歩

申込先 講座名 開催日 会場 定員
千葉市ボラン
ティアセンター

災害ボランティアセンターで
あなたの力を活かしませんか

10/20、27
(2日間)

若葉保健福祉センター
3階大会議室 30人

中央区ボラン
ティアセンター

精神障害を知る
～傾聴講座～

10/19、26
(2日間)

きぼーる
11階大会議室 20人

花見川区
ボランティア
センター

地域ボランティア
入門講座 11/27 幕張公民館 20人

始めてみませんか
ガイドヘルプ 12/4 花見川保健福祉センター

3階大会議室 20人

稲毛区
ボランティア
センター

傾聴ボランティア
入門講座（初心者編）

10/10、17
(2日間)

稲毛保健福祉センター
3階大会議室 30人

傾聴ボランティア
フォローアップ講座

10/24、31
(2日間)

稲毛保健福祉センター
3階大会議室 20人

緑区ボラン
ティアセンター

傾聴ボランティア
フォローアップ講座

10/23、30
(2日間)

緑保健福祉センター
2階大会議室 30人

美浜区
ボランティア
センター

保育ボランティア
養成講座

12/3、4
(2日間)

美浜保健福祉センター
4階大会議室 30人

認知症サポーター
フォローアップ講座

12/6、7
(2日間)

美浜保健福祉センター
4階大会議室 30人

　本会のボランティ
ア講座をはじめとした
対象事業に参加する
と、ちば風太WAON
カードに“ちばシティ
ポイント”が貯まり
ます。
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などのなどのなどのやや 困りごと ご相談ください！！困りごと ご相談ください！！困りごと ご相談ください！！や 家計仕事

● 仕事を休むことになり、生活に困っている
● ひきこもっている家族がいるので将来の生活が不安

● 働きたいけれどブランクがあり、社会に出るのが不安
● 就職活動をしたいが、何からはじめてよいかわからない

● 収入が少なく家計が厳しい
● お金が入るとすぐに使ってしまい、生活が厳しい

生活

仕事

家計

対象者 支援内容相談の流れ
＜就労に向けて＞
　就労のための準備、就労体験、
就労訓練、就職活動サポート等

＜家計再建に向けて＞
　各種社会保障制度や減免･給付
等の紹介を含めた家計建て直しの
アドバイス等

　このほか、その方に合った支援
内容を提供していきます。

まず、困っていることを何でも話し
てください。

どの様な支援が必要か一緒に
考え、必要な支援が計画的に
提供できるように、自立に向けた
計画を立てます。

自立のために一緒に目標に取組
みましょう。

※相談は無料です。秘密は厳守します。

１．
　

2．

　

3．

　千葉市内にお住まいで困りごとが
ある方（どの区の方でも相談OK！）

　そんな方こそ、ぜひ、ご連絡くだ
さい。
※生活保護受給中の方は、まずは担当ケー
　スワーカーの方にご相談ください。

※まずは、お電話、E-mailでご連絡ください。

千葉市生活自立・仕事相談センター中央
電　話：043-202-5563　　E-mail：soudan-chu@chiba-shakyo.jp
開催日：月曜～金曜　8:30 ～ 17:30（土日･祝日・年末年始除く）
千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる11階（平成31年1月より15階に移転予定）

稲毛…TEL：207-7070
若葉…TEL：312-1723

にもあります

生活福祉資金をご存知ですか？
　他からの融資が受けられない低所得
世帯や、高齢者・障害者世帯に対し、
状況に応じた資金の貸し付けや相談支援
を行い、自立を支援します。
　資金の種類は、
●高校・大学等就学のための教育支援
　資金
●緊急的な小口資金等の福祉資金
●失業時の生活再建のための総合支援
　資金
　　　　　　　　　　  などがあります。
　ご利用にあたっては条件があります
ので、詳細はお住まいの区事務所まで
お問い合わせください。
（連絡先は最終ページ）

本会中央区事務所移転のお知らせ本会中央区事務所移転のお知らせ
　中央区事務所及びボランティア活動室は平成31年1月より、
現在のきぼーる11階から15階に移転予定です。なお、電話番号
の変更はございません。これにより、大会議室の貸出はなくなり
ます。ボランティア活動室は定員が変更になりますが、貸出は継続
します。

　中央区事務所及びボランティア活動室は平成31年1月より、
現在のきぼーる11階から15階に移転予定です。なお、電話番号
の変更はございません。これにより、大会議室の貸出はなくなり
ます。ボランティア活動室は定員が変更になりますが、貸出は継続
します。

ボランティア活動室1…定員54名⇒定員36名
ボランティア活動室2…定員40名⇒定員24名
2室あわせて定員60名としても利用できます。

ボランティア活動室1…定員54名⇒定員36名
ボランティア活動室2…定員40名⇒定員24名
2室あわせて定員60名としても利用できます。

問合せ先 TEL：043-221-2177TEL：043-221-2177

こんな「困った」はありませんか？

問題がたくさん。どこに聞けばい
いの？
どこから手をつければいいの？
お金がなくて、相談に行けない…

●
　
●
●



急 募

平成２６年度重点事業平成２６年度重点事業

2分で測定
体脂肪率、筋肉量など
見えないところが
わかります

急 募急 募

急 募

𣘺

金子 昭夫
木之本 省吾
雲野 典子
平野 紀子
岡 久枝
小池 美智子
畑 正一
曳地 邦子
髙安 彰
伊藤 ユキ江
若林 良子
菅原 年子
鈴木 さと子
宮寺 忠男
松澤 衛二
伊　 ムツ子
本庄 孝
古川 美洋子

植草 孝子
大須賀 久子
土屋 眞由美
仲村 政義
八田 美惠子
遠井 扶三子
髙畑 玲子
阿部 昌子
室 康子
前澤 壽子
　田 光子
君嶋 俊明
長谷部 義秋
高津 世紀
中村 輝男
西河 章
松井 志づ江
佐々木 陽道

井上 允志
佐久間 和美
朝本 順子
小林 君江
鈴木 信子
田宮 謙一
小林 周子
飯髙 成男
鈴木 惠和子
中村 房子
川本 均実
水野 美樹子
鈴木 保
石川 照一
久保 房代
野中 久義
矢口 羊子
竹内 さち子

國藤 静枝
中村 美子
山本 美喜
市原 てつ子
鴻﨑 澄子
土屋 美惠子
増田 一郎
松信 須美
植草 悦子
松尾 ひとみ
植木 孝明
伊藤 詔子
田中 浩子
西牧 浩子
岡村 奈保
大塚 とき恵
北村 陽子
岡﨑 重彦

須　 昌則
花澤 美江
辻 乃里子
中根 和代
中西 貞子
花　 光雄
金木 　美子
瓜生 久男
姫野 香麻里
萬里小路 雅代
半田 優
奥田 ハツエ
中嶋 タミ
宍倉 美代子
岡崎 ひとみ
田熊 　
林 美津枝
鎌田 素子

内田 多惠子
早坂 美江子
岡澤 茂子
田中 茂子
村上 操
大野 新一
市川 春子
田㞍 順子
野口 敏子
市川 　子
竹内 百合子
蔡 由美子
早川 夏子
荻山 恵子
曽志﨑 　雄
五十嵐 ヨシ子
小川 淑子
藤井 宏子

熊本 道子
石原 眞澄
中島 登與子
池口 鐵子
長江 ゆう子
橋本 和枝
田岡 恭子
安藤 正代
鈴木 　夫
花光 和久
髙梨 和明
酒井 洋松
三井 剛
加藤 とも子
　田 宏和
岡田 タミ子
恒岡 典子
旦 惠子

大川 進
髙橋 未子
西田 麗子
石川 正美
日比野 砂智子
星野 法子
髙　 一實
齋藤 きみ
山本 悦子
細井 瑠美子
福井 貞吉
望月 直毅
鈴木 利正
森 美佐子
牧野 來世志
齋木 美惠子
松岡 好江
大垣 靖仁

髙　 三江
横田 節子
鎗田 光子
澤田 公子
小林 一正
工藤 勝巳
黒羽根 あい子
河野 千世子
山本 つや子
本間 和代
三浦 稲子
海保 照子
松嶋 仁美
栗原 綠
古郡 義治
伊藤 晴代
阿部 ノリ子
奥貞 喜子

（他13名）

芦

邦

后

日 時

会 場

対 象

問合せ先

9月22日（金）・29日（金）　13:30～15:30（全2回）

美浜保健福祉センター ボランティア活動室

市内在住・在勤・在学の方

美浜区ボランティアセンター
TEL：043-278-3252　 FAX：043-278-5775

日 時

会 場

対 象

問合せ先

7月13日（木）・20日（木）　13:30～15:30（全2回）

中央保健福祉センター　大会議室（きぼーる11階）

市内在住・在勤・在学の方

中央区ボランティアセンター
TEL：043-221-2177　 FAX：043-221-6077

美浜区中央区
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会長感謝

協議会活動協力者…地域福祉活動の推進に多大な協力をされた小学校
千葉市立園生小学校　千葉市立宮崎小学校　千葉市立瑞穂小学校　千葉市立真砂東小学校

寄附者…本会の地域福祉活動のために寄附をされた方（団体）
株式会社アルタイル　ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所 ＪＦＥちばまつり実行委員会　本門佛立宗 唱題寺

ＮＥＸＵＳ株式会社　株式会社ニチレイ　在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会　木之本 静枝（故人）　鈴木 健仁　海寶 裕和

【地区部会関係者】
社会福祉事業推進者…永年にわたり社会福祉事業の推進に貢献された方

河田 裕之　黒川 泉　大和久 清子　前村 健一　杉目 久美子　石㟢 るり子　蜂谷 信雄　小鍋 幸男　並木 正義　堺 玲子

島崎 正敏　高橋 茂　井上 幸明　錦見 芳生　須田 誠一郎　鵜澤 芳男　土屋 和紀　池田 護　（他５名）

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

【社会福祉事業資金】
平成29年8月～10月 敬称略。50音順

▲在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会様

▲在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会様に高齢者疑似
　体験セット「エルダートライ」をいただきました。

ご寄附のお礼

千葉市舞踊連盟【寄附者】

あおぞら　オカリナ・碧い風　なぎさ会　末広奇術会　絵手紙研究会　よみ点会　千葉市ＳＬネットワーク

【ボランティアグループ】

石橋 正一　伊藤 千代子　北川 和江　草野 妙子　腰原 宏淑

鈴木 健仁　鈴木 忠司　野崎 藤枝　藤野 貞子　古川 きよ子

諸石 早苗　山口 勝巨　全国大陶器市振興組合

千葉工業同窓会ゴルフ同好会　リサイクルセール・キャベツの会

真砂いきいきセンター設置募金箱　匿名

【ボランティア基金】

【物品】

【交通遺児基金】
第１０４地区民児協　第１１５地区民児協

五十嵐 治子　若葉区事務所設置募金箱　匿名

（株）マルハン千葉北店　在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会

匿名

「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました！
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました！

新たな取り組み

実績報告

合　　計 25,329,155円 10,573,314円
平成２９年度募金実績額 赤い羽根募金（一般募金） 歳末たすけあい募金

【平成３０年3月1日現在　千葉市支会取扱】

　昨年７月の九州北部豪雨災害では多くの被害が発生しました。福岡県朝倉
市は大きな被害を受けた地域のひとつです。千葉市支会では朝倉市の復興
に少しでも貢献できる方法はないかと考え、企業や団体に募金のお願いを
する文書に、朝倉市の特産である筑前秋月和紙を使用しました。災害があっ
た後も、変わらず作り続けられている和紙に、作り手の方の強い思いを感じ
ます。企業、団体の皆様にも作り手の思いを感じていただきました。
　これからも赤い羽根共同募金は様々な形で被災地支援を進めていきます。

▲筑前秋月和紙

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

【社会福祉事業資金】
平成30年2月～平成30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。50音順

ご寄附のお礼

【ボランティア基金】

【物品】

【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115地区民児協

五十嵐 治子　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

炭火焼肉樹苑設置基金箱　千葉市ボランティアセンター設置募金箱

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　誉田ゴルフセンター設置募金箱　森倉商店設置募金箱

（株）マルハン千葉北店　千葉トヨペット（株）

鈴木 健仁　東 孝男　ITS（株）　JFEスチール（株）　（株）ベルク　全国共済農業協同組合連合会

千葉市テニス協会ベテラン委員会　千葉市ひまわり会　千葉市舞踊連盟　日蓮宗千葉県東部宗務所　本門佛立宗 唱題寺

幕張海浜保育園 園児一同　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　研修センター設置募金箱

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　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　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

花見川いきいきセンター設置募金箱　花見川いきいきプラザ設置募金箱　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　若葉いきいきプラザ設置募金箱　匿名

千葉トヨペット（株）様▶

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

▲H29.10　千葉駅前で「とんでけ！たんぽぽの会」の
　みなさん。大きな声で呼びかけてくれました！

　みなさんの募金が、困っている

誰かの「ありがとう」につながっ

ている。募金が「ありがとう」につ

ながれば、それがまた新しい募金

へと連鎖していく。

　「募金」が→「ありがとう」に

なり→「次の募金」へとつづく。

赤い羽根共同募金は、小さなこと

をたくさんしています。そして

その活動は、たくさんの「ありが

とう」につながっているのです。

▲H29.11　本千葉駅前で、学校法人花沢学園明聖
　高等学校の生徒さんたち。
　朝の寒い中がんばってくれました！

▲H30.7　緑区・椎名地区部会のふれあい・いき
　いきサロン（輪投げゲームの様子）。
　このような活動にも共同募金が使われています！

千葉県共同募金会
マスコット「びわぴよ」

義援金受付中！義援金受付中！
　日本赤十字社及び共同募金会では、平成30年7月豪雨災害をはじめ、被災された方々を支援するための義援金を受け
付けています。窓口での受付は、社会福祉協議会の事務局（下記連絡先）及び各区事務所（連絡先は最終ページ）で行って
います。
　共同募金会では、被災地府県指定の義援金や被災地で活動するボランティア・NPO団体の活動を支援する支援金も
受け付けています。ご協力をよろしくお願いいたします。

　豪雨災害被災地に派遣した本会職員が報告します。 今年も
やります！◀広島県坂町。

　土のうに土を詰める
　ボランティアさん。傍ら
　には、岩手県の中学生
　からのメッセージ入り
　土のう袋が積みあがる。
　できる人ができることを
　担いながら支援が進め
　られています。

問合せ先 社会福祉課支援係　TEL：043-209-８８６８（月曜日～金曜日（祝日を除く）9：00～ 17：00）

運動期間は10月1日～翌年3月31日です

東日本大震災復興応援イベント東日本大震災復興応援イベント

『縁joy・東北』２０１8『縁joy・東北』２０１8
日時

問合せ先

内容

会場

平成30年11月17日（土）10:00～15:00

特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
電話：043-303-1688　担当：風間・鍋嶋

きぼーる1F アトリウム（エントランス）
千葉市中央区中央4-5-1

・いけばなパフォーマンス
・会津木綿のテディベア「あいくー」講演・販売
・大熊町「相馬流れ山踊り」、浪江町「川添神楽」
・歌の披露：原田直之さん、横洲かおるさん
・キビタン体操、がっきー君踊り
・宮城県の物産販売、陸前高田の蒸し牡蠣 他
・被災地の写真展示「震災を忘れない」 他
・千葉県内支援団体が被災者と一緒に出展

今年も
開催します！

被災地支援被災地支援被災地支援 ～できる人ができることを～～できる人ができることを～～できる人ができることを～

被災地派遣職員レポート

元の街並みが分からなくなる▶
ほどの土砂やがれきが広がっ　
ていました。　
交通が完全に復旧していない
なか駆け付けたボランティアや
支援団体が手弁当で頑張って
くださっていますが、まだまだ
支援が必要な状況です。　
（H30.9.19現在）　

【京成園生団地自治会】
　調理は自治会館の厨房を利用し、町内自治会の方たちが
調理や配膳に協力しています！

【「フォルテ」の地域交流スペース】
　食堂の会場として利用し、児童発達支援クラブの子ども
たちやその親だけでなく、地域の高齢者なども参加！

2

⑥利用券

⑤作業開始

お助け隊による草木の剪定

▲炭火で焼いた三陸産カキを堪能

▲フクダ電子アリーナでサッカー観戦

風通しのよい福祉施設に
－ 特集 社会福祉法人の地域貢献・最前線 －
風通しのよい福祉施設に

－ 特集 社会福祉法人の地域貢献・最前線 －

　千葉市老人福祉施設協議会では、日常の買物に苦慮している高齢者
が多い買物困難地域で、施設車両を活用した買物支援サービスなどに
取り組み、社会資源としての施設活用を通じて、地域の課題解決に取り
組んでおられます。団体設立から四半世紀を迎え、「これまでお世話に
なった地域への恩返しがしたい」との考えで取組みを進めておいでです。
　今回、副会長の野口アキ子さんに千葉市社協会長の土屋稔がお話を
伺いました。

地域の懸け橋として地域の懸け橋として

災害ボランティアセンター設置・
運営に向けた体制整備

6コミュニティソーシャルワーカーを
中心とした生活支援の展開

5

社会福祉法人の地域における
公益的な取組の相談・支援

4ふれあい・いきいきサロンの促進3

地域支えあい活動の促進2見守り活動の促進1

詳細は、 http://www.chiba-shakyo.jp/shakyo/katsudokeikaku/ をご覧ください

高齢者がいきいきと
暮らしていけるよう
支援します。

楽しく話して、運動して、
高齢者が笑顔の街に

しよう！

私たちも協力員

コミュニティ
ソーシャル
ワーカーが支
援します。

みんなで見守る
仕組みづくりを
支援します。

買物やゴミ出しなどの
ちょっとしたお困りごと
をお互いに助けあう
仕組みづくりを支援し
ます。

健康寿命を延ばそう！

社 会 福 祉
法人と地域
がつながる
よう支援し
ます。

最近
お元気？

コミュニティソーシャルワー
カーを中心に地域課題を
見つけて、支えあいの仕組
みづくりや、個々の課題を
支援します。

災害ボランティアセンターで活動していただくボランティア
を養成し、災害時には速やかに災害ボランティアセンターを
運営できるよう備えます。

　共に手を携える福祉社会の実現に向けて、本会では、今後3年間、次の6つの
取組みを重点的に進めていきます。
（1面で紹介させていただいた活動は「（2）地域支えあい活動の促進」の事例の
1つです。）

　フォレストサウンドは音楽療法などを取りいれて、障がい
児者の発達支援を行っている稲毛区のNPO法人です。
　法人施設の一つ、児童発達支援クラブ「フォルテ」では、
地域と施設との交流を考えていた京成園生団地自治会長の
賛同を得て平成28年11月より「子ども食堂」の活動をスター
トし、今ではだれでも参加できる「地域食堂」に発展してい
ます。

●

●

子ども食堂の事例紹介など
http://www.mow.jp/archive.htm（一般社団法人全国食支援活動協力会ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html（農林水産省ホームページ）
ボランティア保険
子ども食堂の活動などのボランティア活動中に、けが、食中毒や熱中症などの事故が起きることがあります。万一の備えとして、
保険に加入することをお薦めしています。最寄りの社会福祉協議会ボランティアセンター（連絡先は最終ページ）の窓口で受け付け
ています。

ご案内

フォレストサウンド代表の山中さん

参加費

利用者

２００円開催日

場　所

奇数月第２金曜日　１８時～２０時

コーヒー・紅茶・緑茶などを
ご自由に

美味しいお菓子もあります♪

稲毛区園生町３４８-４３

連絡先 電話：０４３-３０５-４９００（特定非営利活動法人フォレストサウンド）

地域食堂「フォルテ」のご案内

フォルテ利用者と家族、近隣住民（年齢等制限なし）フォルテ利用者と家族、近隣住民（年齢等制限なし）

　地域食堂の活動を施設と地域の懸け橋としてこれからも続けていきたいです。また、こうした
活動をきっかけとして、地域の高齢者をはじめとした様々な世代の住民に気軽に立ち寄ってもらえ
るような地域カフェや、地域での支え合い活動などに発展していければと思います。

NPO法人フォレストサウンドと京成園生団地自治会の
ひとりひとりを大切にした地域交流の居場所づくり
NPO法人フォレストサウンドと京成園生団地自治会の
ひとりひとりを大切にした地域交流の居場所づくり

地域活動最前線2



平成30年度 子どもルーム（学童保育）職員募集！平成30年度 子どもルーム（学童保育）職員募集！平成30年度 子どもルーム（学童保育）職員募集！

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 ～ 17：00

※「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

　

　
　
　
勤務場所
雇用条件

利用児童の生活・遊びのサポート及び安全管理など
（１）指導員／次のいずれかの要件を満たす方
　  ・幼稚園、小学校、中学校または高等学校の教諭となる資格を有する方
　  ・保育士の資格を有する方
　  ・社会福祉士の資格を有する方
　  ・放課後児童支援員の研修対象となる方
（２）補助指導員
　  ・児童の健全育成に熱意のある方（資格・経験不問）
千葉市内の子どもルームのいずれか
（１）雇用期間：雇用された日から平成３１年３月３１日（更新あり）
（２）給 与 等：指導員 月額１８２，５００円（別途諸手当あり。社保完備。）

補助指導員：時給９６０円（別途交通費支給）
（３）勤 務 日：日曜日、祝日及び年末年始を除くローテーション勤務

指導員：週５日勤務　補助指導員：週２～３日勤務
※応募方法や詳細についてはお気軽にお問合せください。

千葉市ボランティアセンター
中央区事務所／中央区ボランティアセンター
花見川区事務所／花見川区ボランティアセンター
稲毛区事務所／稲毛区ボランティアセンター
若葉区事務所／若葉区ボランティアセンター
緑 区 事 務 所／緑区ボランティアセンター
美浜区事務所／美浜区ボランティアセンター

TEL：043-209-8850
TEL：043-221-2177
TEL：043-275-6438
TEL：043-284-6160
TEL：043-233-8181
TEL：043-292-8185
TEL：043-278-3252

連絡先電話番号

町内自治会等は、住民会員のほか賛助会員としても
加入いただいた団体のみ掲載しています。

正 そのようなとき、平成30年3月末でこれまで使用して

誤 そのようなとき、平成30年度末でこれまで使用して

社協だより第102号（平成30年6月発行）3面
右側1行目に下記の誤植がございました。関係
者の皆様に謹んでお詫び申し上げます。

お詫び

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ご支援・ご協力ありがとうございます
賛助会員のお礼

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ご支援・ご協力ありがとうございます
ご寄附のお礼

平成30年5月～平成30年7月 平成30年5月～平成30年7月
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、団体、50音順。 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。

（福）穏寿会 特別養護老人ホーム裕和園
（福）高徳会 ソレイユ千葉北
（福）孝明会 特別養護老人ホーム昌晴園
グループホームさくらんぼ
（福）慈心会 特別養護老人ホーム 更科ホーム
有料老人ホーム長寿　グループホーム月の里
グループホーム中野　（福）萩会　花見川ライオンズプラザ自治会
(有)福田建材　グループホーム宮田　グループホームゆるいの里
わかくさ保育園

鈴木 健仁　こてはしマイタウン自治会　千城舞踊の会
千葉工業同窓会 ゴルフ同好会
Ｄ’ステーション浜野店　（株）ニチレイ　ふれあい祭

第104地区民児協　第105地区民児協
第110地区民児協
第112地区民児協

（株）マルハン 千葉北店　在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会
明治安田生命労働組合

【物品】

五十嵐 治子
（株）エネルギースーパーたじま 美浜店設置募金箱

【社会福祉事業資金】

【ボランティア基金】

【交通遺児基金】
▲D'ステーション浜野店様(右)

在日本朝鮮千葉県▶
千葉地域商工会様(左お二人)に　

高齢者疑似体験セットをいただきました　
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