
〈利用者さんの声〉
　年齢を重ねるにつれ、普通に生活して
いくことが色々大変になってきました。
　協力員の方とは以前から顔見知りで、
お付き合いがあり、ゴミ出しだけではなく、
困りごとがあった時は相談に乗ってもらい
本当に助かっています。 【90代女性】
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　この活動は「地域の困りごとは地域で解決する」という皆の思いから始まりました。
　地域には高齢者や障害のある方など、支援を必要とする方が多く暮らしていますが、「困っているから手助けして
欲しい」と、自分から声を上げることがなかなかできません。「支え合いの会」そのものを多くの住民に知ってもらい、
声を掛けあいながら困りごとの解決につなげていく活動を地域全体に広めていければと思います。

活動開始に尽力された支え合いの会 前会長 瓜生 澄江さんからのメッセージ

クローズアップ地区部会

〈協力者さんの声〉
　現在、ゴミ出し支援を利用しているのは一人暮ら
しの高齢の方が中心です。
　回収するときに、一声をかけることで、ゴミ出しを
きっかけにした、見守り・安否確認にもつながってい
ます。
　近隣の方たちは以前からお付き合いがあるので、
今後も困りごとがあれば相談に乗りたいと思います。

301（作草部・天台）地区部会

　日常生活のちょっとした困りごと（ゴミ出し、電球
交換、買い物支援など）の解決を住民同士の助け
合いでお手伝いする取組みが、この4月、301（作草
部・天台）地区部会でスタートしました。
　『ずっと暮らしたいと思える作草部・天台地区』を
目指し、「“無理なく・できる人が・できる時に・でき
ることを”」をモットーに、地域の皆さんの思いが結実
した取組みです。
　「支え合いの会」は、14の町内自治会と地区民生
委員児童委員協議会が協力し、町内自治会から82名
の方が協力員を、また、14名の民生委員が利用者と
協力員をつなぐコーディネーターを担っています。
　4月はゴミ出し11件、草木の手入れ1件のニーズ
依頼があり、8名の協力員が活動されています。
　順調なスタートを切ったこの取組み。合言葉は、
「困ったときはお互いさま ！」

稲毛区
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つなぐ・つながる・ひろめる 千葉市社協行動プラン策定！
重点取組項目

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

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

66コミュニティソーシャルワーカーを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

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

66コミュニティソーシャルワーカーを 66コミュニティソーシャルワーカーを

高齢者がいきいきと
暮らしていけるよう
支援します。

コミュニティソーシャルワーカーをコミュニティソーシャルワーカーをコミュニティソーシャルワーカーをコミュニティソーシャルワーカーを

高齢者がいきいきと
暮らしていけるよう

44ふれあい・いきいきサロンの促進

楽しく話して、運動して、
高齢者が笑顔の街に

しよう！

災害ボランティアセンター設置・

社会福祉法人の地域における
公益的な取組の相談・支援

444
公益的な取組の相談・支援
社会福祉法人の地域における
公益的な取組の相談・支援
社会福祉法人の地域における
公益的な取組の相談・支援公益的な取組の相談・支援

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。

地域支えあい活動の促進
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

社会福祉法人の地域における

仕組みづくりを支援し

地域支えあい活動の促進

社会福祉法人の地域における社会福祉法人の地域における

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。）
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主催

お問い合わせ先 千葉市あんしんケアセンター土気
☎ 043-295-0110

千葉市あんしんケアセンター土気

千葉市あんしんケアセンター土気
☎ 043-295-0110

共催

カフェたんぽぽ

千葉市あんしんケアセンター土気

２００円
予約は不要です。どなたでもお気軽にお越しください。

日時

場所

会費

毎月第１、第３木曜日　１０時～１２時

● 皆様に会えて元気をいただいています。折り紙・ゲーム楽しみにしています。これからもよろしく。
● 今日初めて伺いました。これから大勢の方とお話ができるのを楽しみにしています。
● 始めて参加しました。これから楽しみにしております。

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♪

　「カフェたんぽぽ」は、平成 28 年 6 月に病院
の空きスペースをお借りしてスタートしました。　
「認知症の方やそのご家族、また地域のお一人
暮らしの方など、世代を問わず集まれる場所を
つくりたい」という地域の声を、ボランティア・
民生委員・ケアマネジャーなどの介護の専門家
等の方々の協働により実現しています。
　発足当初は、参加者よりボランティアの方が
多いような状況でした。しかし、徐々に地域の
皆様にも知れ渡り、少しずつ参加者が増え始め、
平成 29 年の冬頃には参加者がボランティアの
人数を上回るようになってきました。

現在ボランティアの登録人数は18名
まずボランティアが楽しもう！を合言葉にしています。

現在ボランティアの登録人数は18名
まずボランティアが楽しもう！を合言葉にしています。

● 千葉市緑区あすみが丘１-４４-７
● バスでお越しの方…土気駅南口より
　 「創造の杜経由大椎町南」行き「公園通り北」下車

カフェのご案内

どなたでも気軽に集まれるちょとホッとする居場所
　　　　　　　　　　「カフェたんぽぽ」が会場を変更してリニューアルオープン!!

主な
参加者の声

リニューアルオープンを祝うかの
ように、庭にたくさんの
「たんぽぽ」の花が咲いていました

リニューアルオープンを祝うかの
ように、庭にたくさんの
「たんぽぽ」の花が咲いていました

　そのようなとき、平成 30 年度末でこれまで使用して
いた会場が使用できなくなり、4月より「土気子どもルー
ム」をお借りすることになりました。
　しかし、子どもルームは数年前より休止しており、
建物は全く使われていなかったために、敷地内には
雑草がはびこり、室内も壁紙が剥がれ埃だらけでした。
　せっかく人が集まるようになってきたカフェをお休み
せずに続けたい！と気持ちを一つに 4 月のオープンに
向け、ボランティアやその家族まで総出で除草作業・
荷物の引っ越しや大掃除！！
　何とか間に合った 4月 5日のリニューアルオープンの
日には、それぞれが好きな席に座り、血圧を測る方、コー
ヒーやお茶を飲みおいしいお菓子をいただきながら好き
なことをする方、おしゃべりをしたりして過ごす方でいっ
ぱいになりました。
　お母様を連れて参加されたある方は、今ではボラン
ティアの一人として欠かせない存在となっています。
また、参加者の中には手先の器用な方もおられ、折り
紙の先生として活躍中です。

暮らしの中で困ったことや知りたいこと、介護の話、認知症の話など
みんなで語り合え、助け合える

コミュニティーづくりをみんなで一緒に・・・
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会員募集のご案内会員募集のご案内
みなさまのあたたかいご支援が地域の福祉を支えますみなさまのあたたかいご支援が地域の福祉を支えます

会員募集のご案内
みなさまのあたたかいご支援が地域の福祉を支えます

　地域の福祉活動への参加の第一歩として、会員と
してご協力(会費の納入)をお願いします。
　みなさまからお寄せいただいた会費は、福祉のまち
づくりの貴重な財源として活用させていただきます。

▲ふれあい・子育てサロン
　子育て中の親子が集まる交流の場です

賛助会員のご紹介

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　門山 美千代　金子 全喜　菊谷 ひろ　北野 嘉大　黒川 泉

小池 澄男　佐々木 美智子　杉山 武　髙橋 信之　武田 リン　鶴岡 喜嗣　土岐 四郎　刀根 彦　長嶋 洋二　中臺 明宏　野與 邦子　原田 雅男

皆川 あや子　村田 幸子　諸岡 八百子　安田 敬一　山本 実　吉田 とし子　吉田 良子　あいケアマネージャー事務所　あかいし脳神経外科クリニック

旭ヶ丘母子ホーム　あんしんケアセンター浜野　イオンスタイル検見川浜　磯辺7丁目西自治会役員会　（株）今村商事　(福)うぐいす会 稲毛グループホーム

（株）エージェントグループ　（株）SCミート　榎本医院　（株）オーケー光学　特別養護老人ホーム小倉町いずみ苑　(福)オリーブの樹　（株）ガードワン

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　カフェ・トポス　鎌田耳鼻咽頭科医院　かまだ皮フ科

（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

京王自動車工業（株）　京成バス（株） 長沼営業所　けやき薬局　(福)煌徳会　（有）小林建設工業　幸町中央診療所　さかえ寿司

障害福祉サービス事業所 桜が丘晴山苑　菓匠ささや本店　(福)慈心会特別養護老人ホーム緑苑　指定障害福祉サービス事業所さいわい　篠崎医院

シャローム若葉　(福)淑徳福祉会　（有）白髭エンジニアリング　新橋食品（株）　スカイハート株式会社　（有）鈴の手ファミリーケアセンター

(福)清輝会エルピザの里　晴山苑　(福)斉信会　特別養護老人ホームセイワ若松　（株）セレモ千葉駅北口ホール

高洲第一中学校地区コミュニティづくり懇談会　高洲地区センター振興会　高洲二中コミュニティづくり懇談会　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 地域福祉部　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　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　(福)千葉県福祉援護会 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野　（株）千葉正直屋

中央労働金庫千葉県本部　重俊院　（株）長友　東京ガスライフバル千葉（株）　(福)徳和会　土気ヘルパーステーション　長作松和会

特別養護老人ホーム中野園　特別養護老人ホーム 菜の花園　鍋嶋眼科医院　ナワタ営繕サービス　第211地区民児協　宗教法人如意山 本行寺

能勢学園高浜幼稚園　（株）ハート　グループホームハーモニーそが　グループホーム羽衣　（学）畠山学園 はまの幼稚園

(福)初穂会 特別養護老人ホーム稲毛こひつじ園　軽費老人ホーム はつらつの里　花と緑の会　花見川サンハイツ自治会　花見川団地商店街振興組合

障害者支援施設 ハピネス浜野　浜野長嶋内科　（株）バルブブランシュ　（有）ファースト商事　(社福)鳳雄会　ボンセジュール千葉　誉田商店会

松原建設（株）　マルシン興産（株）　（有）萬華園緑化　特別養護老人ホーム みはま苑　（株）宮崎興業　NPO法人みらい工房　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 介護老人保健施設ゆうあい苑　(医)有相会 認知症対応型共同生活介護事務所 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）

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
平成30年2月～平成30年4月

住民会員

特別会員

賛助会員

世帯または個人

福祉施設・団体等

企業・法人等

年額 200円

年額 3,000円

年額 10,000円

問合せ先

会員加入
方法

● 区事務所窓口で加入
● 地区部会を通じて加入
● 銀行振込

中 央 区 事 務 所
花 見 川 区 事 務 所
稲 毛 区 事 務 所
若 葉 区 事 務 所
緑 区 事 務 所
美 浜 区 事 務 所

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

千葉市社会福祉協議会
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いただいたご寄附はこのように活用していますいただいたご寄附はこのように活用していますいただいたご寄附はこのように活用しています
　ご寄附いただきました福祉機器は、福祉教育・ボラ
ンティア学習を支援するため、学校や団体等へ貸出し
をしております。
　左の写真は、昨年ご寄附いただきました「視覚障害
体験プレートセット」を、美浜いきいきプラザの職員
研修で活用いただいたものです。
　視覚に障害がある方の疑似体験をすることで、
利用者の気持ちを理解していただきました。

▲グラス（めがね）を装着することで、視力が弱くなったり、
　視界が狭くなったりした状態を体験することができます。

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

【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

　障害がある方々の日常生活の不便さ
を体験し、掲示物の見直しなど、より一層
のサービス向上に取り組みたいと思いま
した。

研修の企画
担当者様より

千葉トヨペット（株）様▶



平成30年度 子どもルーム（学童保育）夏季補助員募集！平成30年度 子どもルーム（学童保育）夏季補助員募集！平成30年度 子どもルーム（学童保育）夏季補助員募集！

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

業務内容
応募資格
勤務場所
雇用期間
　
勤務時間
　
賃　　金
そ の 他

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。

　小学校等の夏休み期間中に、子どもルームの運営をサポートする夏季補助員を募集します。
子どもたちの生活・遊びのサポート及び安全管理。
１８歳以上６５歳未満の方（高校生不可）、資格不問。
市内の各子どもルームのいずれか。
夏休み期間：平成３０年７月２１日（土）～８月３１日（金）。
※日曜日の勤務なし、勤務開始日応相談。
７時４５分～１９時００分のシフト制。
※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９６０円　別途通勤手当、時間外勤務手当を本会規定により支給。
夏季補助員説明会（全６回）を開催します。また、採用者で初めて勤務する方を対象とした
研修会を開催予定です。

応募方法や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
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