
　地域福祉は、住民と行政、そして福祉活動の様々な担い手の協働によって
取り組まれるものです。企業も住民、ボランティア団体や市民活動団体などと
同様に地域を構成するメンバーであり、地域福祉の担い手として参加いただく
ことで、共に手を携える社会福祉の実現に向けて大きな力となります。
　企業は「技術・知識・人材・情報」など様々な資源の宝庫であり、その資源
を地域に還元することで地域や社会に貢献することにつながります。
　本会は、企業の社会貢献活動や、従業員（個人）のボランティア活動への
取組みをお手伝いします。

株式会社 セブン-イレブン・ジャパンの取組み

*CSRとは、corporate social responsibility(企業の社会的責任)の略語です。CSRは、企業が会社の利益だけを
追求するのではなく、企業活動が社会へ与える影響についても責任をもつことを意味します。
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企業の社会貢献（CSR活動＊）を応援します！

他企業の取組み一例
　本会では、物品の寄附等によって地域に貢献したい企業と、
支援を必要とする人をつなげるお手伝いをしています。
　本会にご相談いただければ、いろいろな人たちの協力を
得ながら、ご寄附いただいた物品を必要な人にお届けします。
　本会は、企業と地域をつなげていきます。 株式会社マルハン

　千葉北店より寄附されたお菓子を、福祉施設の
子どもたちなどに配布し、喜んでいただいています。

明治安田生命保険相互会社
　千葉支部労働組合員の皆様から寄附された雑巾
を、社会福祉施設等へ配布し、ご活用いただいてい
ます。

その他の事例は、ホームページをご参照ください
http://www.chiba-shakyo.jp/vc/csr/

　千葉市社会福祉協議会と千葉市、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下：セブン‐イレブン）は、
平成３１年２月４日に、セブン‐イレブンの店舗の閉店や改装に伴う在庫商品を、本会へ寄贈する取組みに
ついて協定を締結しました。
　本会は、寄贈された物品を、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者等の支援を行っている団体・施設に配分
し、地域福祉の推進を図っていきます。また、千葉市は、本取組みの広報活動の推進などを支援します。
　寄贈品の配分をご希望の団体・施設等は、４面下欄の各ボランティアセンターまでお問い合わせください。

施　設　等社　協

▲ 配分作業する本会職員

生活に困難を抱えた
個人・世帯への支援

セブン-イレブン

▲ コンビニならではの
　生活に密着した商品

店舗の閉店・改装に伴う
在庫商品の寄贈

生活困窮者等の支援を
行っている施設等へ配分

高齢者・障害者・子ども・生活困窮者等の
支援を行っている団体・施設など

配分先

寄贈品
閉店・改装時に在庫となった
加工食品や雑貨
※対象外：酒・煙草等の免許品、おにぎり等の日配商品、
　　　　 アイスクリーム等の温度管理が必要な商品等。

配分寄贈

社
協
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（敬称略）
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社会福祉法人 泉寿会 小倉町いずみ苑小倉地区部会 たすけあいの会

コラボレーション「ふれあい食事会」好評開催中！

日　時：毎月第1・3火曜日　11:30～13:30　　　　会　費：600円/回(お弁当代：500円　送迎バスのガソリン代：100円)
対　象：75歳以上のお一人暮らしの方　　　　　　問合せ：090-3546-2686 小倉地区部会 たすけあいの会事務局

  調理の支援をお願いしたい
　平成３０年１月、小倉地区部会たすけあいの会（以下：たすけあいの会）から本会若葉区事務所（以下：
事務所）へ「新たに高齢者対象の配食サービスを実施したい。調理をたすけあいの会エリア内の高齢者施設へ
お願いしたいのですが…」と相談がありました。その施設は小倉町いずみ苑（以下：いずみ苑）です。これを
受け、事務所職員はたすけあいの会といずみ苑との〝結び目づくり〟を進めていきます。

  会食はいかがでしょうか？
　いずみ苑の管理者である社会福祉法人泉寿会（以下:泉寿会）は、千葉市あんしんケアセンター千城台も
運営、小倉地区部会開催のふれあい・いきいきサロンへ「よろず相談先」として毎回参加しています。この場
でもまた、たすけあいの会から調理支援の相談がありました。当初配食サービスを考えていたたすけあいの会
ですが、いずみ苑との事前協議の際に配食後の取り置きによる食中毒のリスクや容器回収などの課題が
生じました。そこへ「いずみ苑で会食をしませんか」と施設長からの提案。たすけあいの会もこの提案に賛同
し、同年７月の実施へ向け、たすけあいの会といずみ苑は打ち合わせを重ねていくこととなります。

  結び目は「居場所」と「社会貢献」
　いずみ苑は会場提供、調理配膳に加え、送迎バス運行、泉寿会職員（管理栄養士・相談員・医師）との
談話など泉寿会全体で地域の取り組みを支援してくださいます。たすけあいの会にとっては地域の高齢者
支援の実現、いずみ苑及び泉寿会にとってはたすけあいの会との連携、協働による社会貢献と、両者の想いが
共に叶う取組みとなっています。「家よりここがいい」「はりあいが出る場」と参加者は笑顔で口をそろえ、嬉しい
効果にたすけあいの会スタッフの表情もほころびます。
　スタートから約８か月がたったふれあい食事会。ますます高齢化が進むなか、支援が必要な方と会食サービス
とを結ぶ両者の温かい取り組みは、今後も続いていきます。

▲毎回参加の方やここで出会い、まちで声をかけあうようになった方も。

地域活動最前線1
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改修工事をきっかけに住民が団結
　ここ稲毛海岸三丁目団地は、768世帯が居住
する旧公団住宅です。昭和４３年の入居から年数
も経過していることから、平成２８年に大規模な
修繕工事が行われることとなり、その一環として
窓サッシを複層ガラスに交換する工事が計画
されました。
　工事に際して、各世帯ではベランダや窓付近
の整理が必要となりましたが、入居から５０年
近くが経過した団地は高齢化が進み、自力で
家具を移動することが困難な世帯も多く見受け
られました。
　そこで、管理組合が団地の居住者に協力を
募ったところ、２０名の方が名乗り出て支援隊を
結成。約１４０世帯の家具移動などを支援し、無事に工事は完了することとなりました。

団地の修繕工事をきっかけに支え合い活動をスタート
～ 『稲三サポートの会』の活動 ～

稲毛海岸三丁目団地居住者で…
・健康上または身体的な理由で日常生活の支援が必要な方
・または、おおむね６５歳以上の方

・日常のごみ出し…1回につき50円　※あらかじめ「ごみ出し券」を購入
・その他の支援…サポーター1人につき1時間500円
　　　　　　　　1時間を超える場合は30分ごとに250円

このページに関するご連絡は、美浜区事務所まで（TEL：278-3252）

・日常のごみ出し
・簡単な掃除
・日曜大工
・電球等の交換
・薬局への薬の受取

・パソコンの調整
・ベランダの片付け
・買い物・郵便物の投函
・力仕事・粗大ごみの運搬
・電気製品の簡単な修理

・病院への付き添い
・役所手続等の介助
・押し入れ・衣類の整理

支援隊の熱い思いをかたちに
　これで支援隊も解散・・・となるところでしたが、同じ
団地で支援を必要としている方がたくさんいることを実感
した支援隊のメンバーは、他にも何かできることがあるので
はないかと思い、住民による支え合い組織を結成することを
決意します。他の地域で既に活動している団体などに話しを
聞きながら準備を重ね、平成30年4月、「稲三サポートの会」
として活動を開始しました。現在は家の掃除やごみ出しの
支援を中心に、団地の住民の支援を行っています。

▲活動を通じて住民同士のきずなが深まります

◀高い場所の窓掃除

利用料

主な支援内容

対象者

地域活動最前線2
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ご活用ください ボランティアセンター
　本会では、ハーモニープラザ及び各区保健福祉センターの計7か所にボランティアセンター（以下：VC）を
設置し、ボランティア活動のお手伝いをしています。ボランティア活動を始めたい方、必要としている方、福祉
施設・団体などから相談をお受けしたり、コーディネートをしたりするほか、次のような活動を行っています。
VCをぜひご活用ください。

美浜区
ＶＣ 261-8581

美浜区真砂5-15-2
美浜保健福祉センター2階 278-3252 278-5775 http://www.chiba-shakyo.jp/mihama/

緑　区
ＶＣ 266-8550

緑区鎌取町226-1
緑保健福祉センター2階 292-8185 2 9 3 - 8 2 8 4 http://www.chiba-shakyo.jp/midori/

若葉区
ＶＣ 264-8550

若葉区貝塚2-19-1
若葉保健福祉センター3階 233-8181 233-8171 http://www.chiba-shakyo.jp/wakaba/

稲毛区
ＶＣ 263-8550

稲毛区穴川4-12-4
稲毛保健福祉センター3階 284-6160 290-8318 http://www.chiba-shakyo.jp/inage/

花見川区
ＶＣ 262-8510

花見川区瑞穂1-1
花見川保健福祉センター3階 275-6438 299-1274 http://www.chiba-shakyo.jp/hanamigawa/

中央区
ＶＣ 260-8511

中央区中央4-5-1
きぼーる15階 221-2177 221-6077 http://www.chiba-shakyo.jp/chuo/

千葉市
ＶＣ 260-0844

中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザB棟3階 209-8850 312-2886 http://www.chiba-shakyo.jp/vc/

名称 郵便番号 住　　所 電話番号 FAX ホームページ

あなたの街のボランティア活動相談窓口

　平成３１年度は、ボランティア入門講座３３講座（市ＶＣ３講座、区ＶＣ5
講座×６区）、ボランティア養成講座１２講座（区ＶＣ２講座×６区）、災害ボラ
ンティア講座２講座（市ＶＣ２講座）の計４７講座を開催いたします。
　傾聴、認知症サポートや保育など様々な種類の講座を開催します。
　開催案内は、ホームページ（下記）などで適時お知らせしますので、ご確認
ください。

　本会職員が、企業や学校等にお伺いし、ボラン
ティアに関するお話、高齢者疑似体験や車椅子
体験の支援を行っています。
　企画に合わせてお手伝いしますので、最寄りの
区ＶＣ（下記）までお問い合わせください。

出張ボランティア・福祉体験講座

● シニアポーズ
　 （高齢者疑似体験器具）

福祉機器の貸出し

災害ボランティア講座の様子▶

ボランティア講座

学校にてボランティア講座を行う本会職員▶

　学校や職場研修など
で、福祉教育・ボランティ
ア学習等にお使いいただ
くため、さまざまな福祉
機器の貸出しを行ってい
ます。

● 視覚障害者体験プレートセット● 妊婦疑似体験教材● 車椅子
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「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！

平成30年11月～平成31年1月

心温まるご寄附ありがとうございますご寄附のお礼
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。

◀日産緑化株式会社様(右)
　視覚障害体験用具
　などをいただきました

◀ことぶき大学校学生
　自治会様(右お二人)

募金活動風景

実績報告

25,002,956円 10,097,207円
平成30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３1年2月14日現在　千葉市支会取扱】

心配ごと相談所
からのお知らせ

市民の生活上のいろいろな悩みや相談をお受けしています。
心配ごと相談所…TEL：043-209-8860　10:00 ～ 12:00および
　　　　　　　　13:00 ～ 15:00（土日・祝日・年末年始を除く）

問合せ先 社会福祉課支援係　TEL：043-209-8868（土日・祝日・年末年始を除く9:00 ～ 17:00）

街頭募金②（１月）
植草学園大学附属高等学校の
生徒さんと千葉都市モノレール
千葉駅改札前で実施しました。
小さなお子さんも募金してくれ
ました。

街頭募金①（11月）
明聖高等学校の生徒さんと計12日
間、朝の通勤時間帯に千葉中央
駅と本千葉駅で実施しました。
寒い中、元気よく呼びかけてくだ
さいました。（写真は、本千葉駅前にて）

イベント募金（10月）
淑徳大学龍澤祭にて学生さん
にご協力いただき実施しま
した。一定額以上の寄付者には
初音ミクのクリアファイルを
進呈しました。

【社会福祉事業資金】  鈴木健二 JFEちばまつり実行委員会　新鷹の台第二自治会
全建総連千葉建設労働組合千葉支部　蘇我いきいきセンター
千葉市ことぶき大学校学生自治会　千葉市障害者福祉センター
チバテレビカラオケ大賞21　日蓮宗千葉県東部宗務所　幕張海浜こども園 園児一同
緑いきいきプラザ設置募金箱　宮崎公民館クラブ連絡協議会
ものづくりを楽しむ会　（福）ワーナーホーム フジェール　若葉区民ゴルフ会
【交通遺児基金】  第104地区民児協　第105地区民児協　第112地区民児協
【ボランティア基金】  五十嵐 治子　平野 佳男　匿名
【物品】  露﨑 信義　ショーボンド建設（株） 千葉支店
　　　  日産緑化（株） 千葉支店　マルハン 千葉北店　匿名



小学校内等の学童保育施設で、子ども達に安心安全な場所の提供と、生活を見守り、
適切な遊び等を通じて成長や発達を支援します。

本会が運営する子どもルームのいずれか。

平　　日… １１：３０～１９：００　土曜日… ８：００～１７：００
長休日等…   ７：４５～１９：００の中でシフト制、ローテーション勤務。

平成３１年４月１日～翌年３月３１日（更新あり）

 指導員
応募資格▶放課後児童支援員、幼稚園・小中高教諭、特別支援学校教諭、保育士、社会福祉士の
　　　　　有資格者もしくは放課後児童支援員の研修対象となる方。

待　　遇▶月額１８２，５００円、通勤手当（本会規定内支給）、その他諸手当、社会保険完備、経験加算給有。
勤 務 日▶月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）の中で週５日間のローテーション勤務、勤務日指定不可。
 補助指導員
応募資格▶資格・経験不問。
待　　遇▶時給９9０円、通勤手当（本会規定内支給）、時間外手当、労災保険。
勤 務 日▶月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）の中で週２～３日間。

※応募方法など、詳細につきましてはお気軽にお問合せください。

亀山 継夫　木津 孝子　相樂 弘子　佐々木 昭博　鈴木 和男　高橋 國雄　武井 雅光　田中 清　細貝 義昭　（株）奄美電設
池上内科医院　エヴァーグリーン青葉の森管理組合　（株）榎本建築設計事務所　小野寺産婦人科　カフェ・トポス
木内クリニック　（株）協和クリーン　(福)兼愛会　幸町中央診療所　新都市不動産コンサルタント　(医)翠明会 山王病院
田代旗幕工業（株）　（有）田原海事　千葉トヨペット（株）　千葉療護センター　（株）トーカイ　西千葉稲荷大明神
(医)柏葉会 柏戸病院　花輪歯科医院　（有）ファースト企画ゆいまーる薬局　(医)福寿会 鷲見医院　富国生命保険相互会社千葉支社
マリンムラヤマ　読売センター千葉寺　立正安国会

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 （土日・祝日・年末年始を除く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

勤 務 地

勤 務 時 間

雇 用 期 間

応 募 内 容

平成30年11月～平成31年1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。

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。

広 告

気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！
気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！

http://www.c-one.or.jp

JR千葉駅・京成千葉駅 徒歩1分
〒260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1
☎043-227-6543（事務所）

ホシーワン

検索千葉ショッピングセンター

ご支援・ご協力ありがとうございます賛助会員のご紹介

平成31年度 子どもルーム（学童保育）指導員・補助指導員募集！
急 募
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