
エントリー活動一覧

No 乖�:駝ﾂ�法人名 

1 ��X+�,陷ﾈ,ﾈ4ｨ-ﾈ,(.��h､ｨﾜ8ｨ�:��歌友クラブ 

2 ��h+(-ﾘ�yﾙ�ｩ&ｲ�環境ネット 

3 ��c8��x靜ｨﾙ�ﾝｹ�X樢冶ｫ�wB�フォー工ヴァー 

4 傅ﾈ髦*ｨ/�ｫ8髦�X彿���X抦髦*ｨ/�ﾆ���(-h,ﾂ�ミルフィーユ小児がんフロンティアーズ 
支援活動 

5 俘)~竟(,ﾉ�hｨ�/�辷*h.乖�:��ふれあい千葉 

6 ��h+(-ﾘ/�7�,亊(+ｸ*B�ビオスの会 

7 佰�zﾈ橙�千葉盲ろう者友の会 

8 ��ﾉD靜8ﾊ��y7�/�ｨ駅�+X,IY�8,ﾈ���,弍�u��成年後見なのはな 
する活動 

9 �&闔iY�9�I�乖�:��福祉の街美浜をつくる会 

10 ��ywHﾊx,�*�*�.��ｸｫI�X��9)｣ﾘ,ﾂ�干葉健康づくり研究ネットワーク 
実態調査、予防のための教育啓蒙活動 

1「 �6ｨｸ�ﾙ�ﾉYI�ﾈ,ﾉ�I�ﾈｨ�:��都川の環境を考える会 

12 �逢xｻ8支/�X�ｷ�+x.乖�:��ちばサイエンスの会 

13 忍iNﾘ･��(/�辷�+x.乖�:��DV被害者支援活動促進のための基金 

14 ��ywHｾ(ﾜ�ⅹ5挨�,X,ﾄ�(馼ｼh/�,ｨ+h,H,ﾂ�まちづくり千葉 
コミュニティサポート活動 

15 佶)�8,育9j���X�ｷ�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾊHｸh檍､ｨﾜ2�千葉県市民農園協会 
と実践的な指導育成活動 

16 偃��(,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ6h�ｸ6tEiuﾉf�,ﾈｨ�:��ウィメンズ・ウィングちば 

※エントリー順



様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ����

提出日　　平成26年10月14日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 劍�X+�,陷ﾈ,ﾉ|ﾘ-ﾈ,(.��h､ｨﾜ8ｨ�:��

2;法人名: 剩�����ﾈ慄th4�8�7R越ｨ�*H+ﾘ,h.���

3　代表者氏名 劔;�ｹ�9nr�

4　主たる事務所の所窪地 劔�ywH�9(h匣ｾi�hｫ�wC2ﾓ�ﾓ��

5　法人の連絡先 劔)､X�b��C2ﾓ#3ふ�����

6　活動の目的 劍�X慂*h,�6�6(78�ｲ�慂,�,H*(*)tb��h/�ﾘxﾋ駢H,����ywH�8,ﾈﾘ)~竟��会を歌声で活性化することを目的に、大勢の市民が「歌の力」を 

養うコンサートを多彩な地域活動で活発に展開。 

∴一∴∴ ∴∵∴∴;中一∴∴∴ 7活動の概 ������wb� ��X+�,陷ﾈ,ﾉ|ﾘ-ﾈ,(.��h/�[ﾙ�ﾃ#YD緝ﾈ��?｢�7著���ywH�9j����X7ｨ�ｲ�
ルにて開催。うたとも発案の歌唱方式の「楽唱」(歌詞を舞台壁に大映し 

して全員で-斉に楽しく歌う)により、ナツメロを30曲歌い、1000人 

大楽唱の渦を湧き起こして「歌の力」の感動を全員で共有。 

毎年恒例となったこの大きな歌声の祭典へ向けて、NPO法人歌友 

クラブは、年間日常活動として、本部クラブホールの「歌の力劇場」を 

核に市内8会場の地域サークル「ナツメロクラブ」、3会場の歌声コン 

サート「熱唱劇場」そして「千葉公園歌の力健康クラブ」を展開。賛助 

会貝2000人を擬して、不特定多数の市民の参加と共感の 

∴ 輪を広げることに日々努めている。 

8工夫した ∴∴∴∴∴∴∴∴ �5���<��ｮ�h,h+X,H��8ﾉ?ｩgｹ�Y&��ｹNﾘﾝ�&�,i�ywH�8,ﾉ��讖4�,�4ｨ/��

訴えて、「花は咲く」「ふるさとは今も変わらず」を大楽唱し、復興支援 

の募金約10万円を中央共同募金会へ寄付。 

高齢者の認知症予防のために当法人が創作したエンジェルソ 

ングを歌い、考案した「ナツメロ回想法」によりプログラムを構成。 

:∴一∴∴∴∴一 ∴∴∴∴∴∴∴一一 9今後の清 ∴∴∴∴ �:�,ﾉ5yeﾙf����｢�ｨ�Κ��� ��ywH�8,ﾈ･�,ﾈｨ��ｸ嶌/��X慂,ﾉ|ﾘ�h,Rﾒﾘ,hｨ�:����ｸ/�-ﾈ+�,8*ﾘ.�-b�

広げて、千葉市応援歌を創作し、「千葉市応援歌踊祭」を開催 

(平成26年9月29日千葉市民会館)。さらに活動分野を芸能へ広げて、 

応援歌の「千葉いちばん音頭」「千葉千年伝説」を輪踊りにして、六区 

百万市民一体の愛郷心を醸成する芸能祭「千葉いちばん祭り」 

を開催(平成27年6月6、7日予定)。千年の歴史文化をまちづくりの 

基軸にして、全国的に注目される千葉市の特色を創造-と 

いう、市民主導・行政支援のまちづくりプロジェクトを発進。 

10　法人からのP轍 劍�X+�,陷ﾈ,ﾉ|ﾘ-ﾈ,(.��h,ﾔ�����ﾈ慄th4�8�7X,ﾈ��檍ｭ(ﾋ8馼ｼh,h+R�
て入場無料で開催されました。 

市民団体活動の組織力と実績の評価として「エンジェル大賞」 
(平成25年千葉市民活動支援センター選定)を受賞しました。 



ろば「歌の力」ま1〆l
主催/NPO法人うたともクラブ　後援/千葉市教育委員会千葉市社会福祉協議会

1000大棚チャリティユング」十

6月「目(土)
開演1時30分一終了4時30分

千葉市民会館大ホール
中央区要町1 JR千葉駅東口交番角曲がり5分

参加費/無料* NPO法人うたともクラブ社会還元事業

特別企画東日本復興応援歌

「花は咲く」 (N。Kタ。ジェクト)

「ふるさとは今もかわらず」 (新沼謙治)

そしで「ヨイトマケの唄」をみんなで大楽唱して、

1000人の「歌のカ」を一本の「絆」にしよう!

昭和のナツメロ(抒情歌から歌謡曲までいろいろな愛唱歌)を

みんなで客席から楽しく歌います。

歌詞がステージの巨大壁面に映し出されます。

歌の力を1000人大楽唱の感動で養いましょう。

歌唱リーダー/たま☆ソーヤー(歌声福祉士)十塊括碗詔西拘克子「召

★お問合わせは、下記の事務局へお気軽に。

NPO法人うたともクラブ　　　　ヵ五〇サーとくまるソーヤーディレクタ_中山珠代

TEL,O43238-8「80　直通090-5785-6652　ホームページhttp‥//utatOmO.cOm

千葉市中央区新千葉3-1 -1歌の力劇場　JR干葉駅西口5分　千葉デザイナー学院並び

統御克子- ′捌ら乙7 〃重吉′　　劫のカで甥多く楽しく毒気を!



様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ��"�

提出日　　平成26年10月22日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 劔�h+(-ﾘ�yﾙ�ｩ&ｲ�

2　∴法人名 劔<�.碓��9y葵�:馘��ﾈ��ｬ(ｺｸ6ﾈ6(6r�

3　代表者氏名 劔oh���h����ｶx���R�

4　主たる事務所の蕨在地 劔�ywH�9(h匣ｾiW域ﾘﾊ�"ﾓ#"ﾓiW域ﾘ7(8ｳX､ｲ�

5　法人の連絡先 剴�C2ﾓC3"ﾓ������ｹ�3ｨ駟k�ｼy+r��

6　活動の昌的 劔�ywH�8,ﾘ�)E(+(-ﾓ��8ﾞﾘﾋ�/�mｨ輾+y(h���)E(+(-ﾘ,���-�.��b�
ごみが最も多く、その削減は、個人・家庭の努力に頼らざるを 

得ない。家庭での生ごみ処理は様々な理由で失敗・断念する人 

緻 劍*ｩ�ﾘ*(�(ﾆ��dﾉW�,��X*ｩ.葦ｩ4�,��ｩ&ｸ,��h.�+�,h,h+X+ﾘ�"�

①　千葉市民活動支援センターの一角を借りて毎月第一木曜日 

の午後に相談窓口を開設した。(関　美恵子　会員) 

(業了活動の概要 予 言 劍t���h以��h賈?ｩvｩ?ｨ,����ywHｾ(ﾜ�,ｨ.�,ﾈ7H8ｨ�ｸ7ﾘ�ｸ5�6(6x,ﾉ(b�の千葉市民活動支援センターのブースの一角に相談窓口を 

開設した。(関　美恵子　会員) 

∴∴　　: 劔9h�,ﾘ6�8�5h,ﾉGｩWｨ,ﾈ-ﾘ,�+X,H*(+ﾘ*ｨ��以�*�.x���.���j�+R�
て集客力が増した。 

×¥、雰¥音/ 劍t����h+(-ﾘ�yﾙ�ｩ&ｸ,ﾈ6�8�5h/��ywH�9j��:韈�x5ｨ985��ｸ,��

8工夫 蕪ト〉〉二¥くり〉〔〉六 鐙��������������������������+X+ﾙ5��ﾈﾙXﾄ��"�∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴ ��ﾙOX+x.�-�*���ｬ(ｺｸ6ﾈ6(6x,ﾈ皦ﾜ8487�986x�XﾗXﾜ�,YGｩWｨ�"�

②　牛乳パックを利用した生ごみ処理方法の実演をした。 

比較的簡便で、出来た堆肥の利用法も説明。関心を持つ人 

か増えた。 

③　たまたま千葉市が26年2月から処理手数料徴収制度を 

開始したため、生ごみ処理への市民の関心が高まった。 
! 9今後の活動の 剴W華子 ∴∴∴∴ �+�,ﾈｨ�:�,ﾘ���ID���*�.x､ｨ跖+X+ﾘ*ｨ��9h�,ﾉx姐�,ﾘ晴,�*�,�+ﾘ�"�

あきらめずに継続してきたことと、来客増への工夫と、千葉市 

の処理手数料徴収制度が始まって、生ごみ処理に対する市民の 

関心が高まっている。生ごみの処理方法は様々あって一長一短 

がある。悩み相談は、生ごみ処理継続の手助け。継続する。 

10　法人からのPR 劍�)E(+(-ﾘ,ﾃIYｹ��/���-�.��h+(-ﾘ,ﾈﾞﾘﾋ�,ﾘ��Jﾙ�hﾋ�,X�yﾘ+x.��
のが重要。処理物の利用までセットでやらないと継続できない。 

経験者の丁寧な指導が不可欠と考える。当法人の活動ばかりで 

なく様々な活動が活発化することを望んでいる。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは　市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)





様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ��2�

提出日　　平成26年10月16日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動者 剔�3回落語国際大会in千葉 

2　法人名 剴ﾁ定非営利活動法人フォーエヴァー 

3　代表者氏名 剽搦亦ｷ　　加藤晃 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市中央区弁天2-11-7 

5　法人の連絡先 儺EL:O43-239-5711　メール:npoforever@water.ocn.ne.jp 

6　活動の目的 剞逞tに笑いを通して活気ある街づくりを築くと共に、千葉の魅力と豊 
かな環境を全国に広める。千葉港や成田空港などの国内外の玄関口と 

して地の利を生かし、国際色豊かに開催。日本の古典文化の継承と生 

涯学習の推進。観覧は無料、多くの方に落語を楽しむ機会を提供。 

☆エントリーとしてDVD等を郵送いただき、事前審査で予選出場者 

を決定。その後、予選・本選を2日間で大会を開催。 

∴ /笑 子7活動の桓吏∴ ; 凵剞逞t市立郷土博物館等の3会場で予選(各12へ13人)を行い、プロ 

の噺家と有識者の審査委員により本選出場者を各会場3へ4人を選 

考。(外国人も日本語で演じる事が必須) 

’※)~ 凵剿{選では、優勝・準優勝・第3位・審査委員特別賞・入賞を決定。 
☆入賞者は　千葉市内の公共施設等でボランティア活動をして頂く。 

8工夫した恵 　一∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴ 凵剽詞黷ﾌ大会が全国には幾つかあるが、国際大会は私どもが初めて。 

審査員を噺家と有識者で行い、多方面の意見を取入れた。 

☆千葉の地域性が生かせるように、千葉市観光協会や地域企業に働き 

かけて、名産をPRするとともにお土産として提供。 

☆公共機関及び各報道機関にご後援を頂き、千葉市内をはじめ都内の 

演芸場やホールにも応募要項を配布、H.Pで広報活動を強化した。 

☆千葉の大学生にも協力して頂き、官学民で協働運営。 
∴∴∴∴:∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴ 9今後の活 ∴∴∴∴ ����������ｨ����ｨ耳耳����｢����������������ﾘX,ﾉ+yz(������������☆全国の落語愛好家は1年間の練習を重ね、千葉の大会の入賞を目標 

にしている。年毎に応募者も増え、第3回大会は　レベルの非常に 

高い戦いになった。 

☆今後は、在住の外国の方にもっと多く参加して頂くために外国人枠 

を設け、日本の古典に数多く親しんで頂く。 

☆自ら学ぶ生涯学習の推進として、落語を学ぶ環境作りとより一層の 

上達を目標として大会を充実する。 

☆地元産業と連携し、千葉のPRを推進する。 

唖　法人から �������������H�eﾅﾂ苓+��,ﾈ���･#｢�「千葉に芸術文化を根付かせ豊かな地域社会の創造を寄与する」と活 

動をはじめ、プロの技量を体感し同時に学ぶ機会を提供してきた。年 

齢を超えて市民の様々な能力を生かしご披露頂く場を提供し、幅広い 

分野の学習機会を提案する。 

人との出会いそしてつながりを大切に考え、千葉市主催の行事や敬老 

会・子どもルーム等いろいろな場所でボランティア活動を行う。 



第3回∴1高言〆、筆
Intemational convention of ’Amateur RAKUGO’’in CHIBA.

圏
上る1 3時開演∴燕1 2時30分開場
【千葉県文化会館　小ホール

面目と毛木声鑓無料lこて
ご織麓いただけます。

※干葉而立郷土贈絹露は入館椙(60円)がの更です。

、 13晴開演　〕12時30分間陽

千葉県文化会館・干葉市立郷土博物館
(干葉馳天守閥)

漢書暮雪「 「落語国際大会-∩千葉」実行委員会・ NPO法人フォー工ワァー・公益財団法人千鶏文化振興財団

書留齢・案教　公益社団法人落語芸術協会・干葉市市原市・千葉市教育頚会
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー千葉商工会議所・市原商工会議所

公益財団法人干葉市文化振興財団・公益社団法人千葉市鶴光協会i読売新聞東京本社千葉支局

朝日新聞千葉総局・毎日新郎士千葉支局・千葉日報社・子種宜テレbay而78・㈱」CN千葉

i管理要害ぎ　㈱みつわ・豆処はぜへ

"詩語からRA嶋UGoヘ音　　査読籠霊捕鯨鱗雲耽甘さ遊軍国富

外国人に人気の日本観光スポット2013が発　全国、各国から名人と見紛うような本格派や老

表され、成田山新勝幸はベストテンの第9位　蓄男女を悶わす笑わせられるような爆笑派、あ
に入りました。浅草寺か12位、日光東照宮は　るいはまたどんな新星力減れるのやら
16位で、なんと富士山は17位ですから、これ　と、思うのですが、落語初心者の方にどんどんご

は大変な快挙というか、あるいは当然のことか　出場いただきたいと思います。

も知れません。　　　　　　　　　　　　　　初心者こそ表現できるドラマがあるのです。

やはり千葉は日本の玄関口。世界にもっとア　　一度、高座で漬ずれば、きっとやみつきになりま

ピールしていきたいと思います。　　　　　　　す。落語の未来、可能性を千葉より発信してまい

今年の落語国際大会、予選会場は干葉鼎文化　　ります。たくさんのご応募を心よりお待ち申し上

会館と千葉城の天守閣。まさに決戦の火ぶた　　げます。

が切られます。
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。



様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ��B�

提出日　　平成　26　年　10月17　日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 剌ｬ児がん患児・家族・小児がん経験者への支援活動 

2　法人名∴ 剩F定NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティアーズ 

3　代表者氏名 刪苡纒x美子 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市美浜区真砂2-15-2-124 

5　法人の連絡先 �043-278-9036 

6　活動の昌的 剋｡癒率の向上で、社会人として社会に貢献する小児がん経験者 

の数も急上昇しています。しかし、治療の激しさ、長期にわた 

る入院生活、そして治療終了後に直面する社会的理解の不足な 

ど解決しなくてはならない問題が少なくありません。 

当法人は当事者と共にそういった問題の軽減を図ることを活動 的としています。 

・入院患児と家族への支援:入院中の生活が少しでも楽しくな 

るようイベントの開催・退院後のより良い将来のための啓発 

活動(食育・アニマルセラピーなど)・情報提供(小児がん関連 

の書物や生活情報など)・家族の精神的負担の軽減(茶話会な 

了活動 ∴∴∴∴∴ ����,ﾈ･Iwb��2�どの開催で仲間同士の話し合い)・医療者と患者・家族間のコ 

ーディネート・電話相談窓口 

・退院後の患児・家族への支援活動:勉強会や公開講座の開催・ 

小児がん経験者・家族の交流会・ハゼ釣り大会やキャンプ 
・その他の活動:小児がん経験者のための生命保険共済事業へ 

の協力・JPしSG(日本小児白血病リンパ腫研究グループ)への 

)　窯 剋Q加(オブザーバーとして)・医師・看護師・臨床心理士への 
研究協力・小児がん関連文献の翻訳・国内外での小児がん学 会参加 

8　工夫した点 剌ｬ児がん関連医療者とのネットワークを強めるだけでなく、社 
会への働きかけとして、千葉市歯科医師会とのネットワーク構 

築、また教育分野へも公開講座などへの参加依頼や一般事業者 

への広報の促進、そして小児がん経験者のネットワーク構築 

9　今後の活動の展望 剄ｂ｢治癒率を期待できる小児がんです。わが国を背負っていく 
社会人となれる環境作りが何よりも重要だと考えています。そ 

のためには社会的な理解を促進し、小児がん経験者の自立的な 

姿勢の育成に更なる努力を続けます。 
∴∴∴∴一一∴∴ 10法人からのPR 剌ｬ児がんという言葉の響きは決して明るくないかもしれません 

が、幸い治療と生活を経験することで、子どもも、家族も精神 

的に成長します。当法人はそういった仲間同士が協力しあって 

進められており、スタッフ全員、その経験を生かし、強くて優 

しい心の持ち主です。公開講座など、ぜひご参加ください。 



認定NPO法人　ミルフィーユ小児がんフロンティアーズって?

小児がん患児とその家族、そして治療を終了した小児がん経験者を支援する団体です。

1 9 9 7年、千葉県下の6つの小児がん治療施設の医師や看護師の皆さんからの呼びかけで

発足し、以来、大きな支援を受けながら活動を継続しておりますが、2 0 1 4年、認定N P O法人

として活動を広げました。略称はMCCFです。

ミルフィーユ(M=efeu=e )は千枚の葉っぱ-→千葉

小児がん(ChiIdhood Cancer)は小児( 0歳- 1 5歳までに発症するがん)

*　大人のがんとは、治療や闘病状況、治癒率など多くの点で異なります。

フロンティアーズ( Frontiers )は知識や技術の最先端

医師や看護師の皆さんに頼るだけではなく、自分たちも共に病気と闘うための知識を得、より明

るい将来を築こうとする姿勢を育むための支援活動を大きな活動目的としています。

関連医療施設は

千葉県こども病院"千葉県がんセンター"千葉大学医学部付属病院小児科"小児外科"帝京大学

ちば総合医療センター小児科・成田赤十字病院小児科"松戸市立小児医療センター

会員は約2 00名、小児がん経験者とその家族、そして分類でIざがん"ではなくても治療法

ががんと同様の闘病経験者とその家族です。そのほか賛助会員として当法人の活動をご理解下

さる大勢の方々が支援してくださっておられます。

理事会は各医療施設の医療者や各界でご活躍の皆さん2 0名で構成されています。

アニマルアシステッドセラピー活動　　病院にいる子どもたちにワンちゃんが応援しに来ます。



様式第1号

平成26年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ��R�

提出日　　平成26年10月20日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 俘)~竟(,ﾉ�hｨ�/�辷*h.乖�:��

2　法人名 泌����ﾈ-8.ｨ*�*)�ywB�

3　代表者氏名 亰I68ﾔｸ醴�

4　主たる事務所の所在地 儖ﾉVﾈｾhﾔｹ*ﾃ�ﾓrﾓ"�

5　法人の連絡先 ��C2ﾓ#C"ﾓss3�愛俔ﾒ��

6　活動の目的 �*ﾉ>�,ﾃhｨH,ﾉ&闔h,X,ﾘﾘ)~陋ｹzh*｣C�7��ｸ5ｨ986x,僮x.���?ｨ�ﾒ�の生活支援を求める人が増えている。そこで高齢者が安心して 

暮らせる町にしようと支援活動を行っている。 

7　活動の概要 ����ｽ�*ﾘ,�5��ｸ7��ｸ*ｩk8*ﾘ�8*ﾘ-iH9Z�,俎8*�,�*)�ﾈ,ﾈ+ﾘ-�,冑��

週金曜日に市を開催。野菜だけでなく魚の干物など海産物も販 

売している。(年間50回開催) 

2、ゴミ出し、買物の代行、力仕事、日曜大工など高齢者の要 

聖に沿って日常の生活支援を行っている(年間943件) 

3、独居の高齢者の孤立化を防ぎ、ふれあいを目的に週1国電 

話をかけ、同時に安否の確認も行っている。 

8　工夫した点 �����8,ﾈ､ｨﾜ8,X,ﾙy云i�ｸ,ﾈﾏﾈ�8,ﾈ+ﾘ-�ﾈﾝ�,hｹｸ*ｩ:��,僣9Z�*｢�

できるようにし、レジスターも導入して会計に信頼性を持たせ 

ている。また自宅へ届けるサービスも行っている。 

2、生活支援は1時間5〇〇円、ゴミ出しは1袋1〇〇円、電 

話での確認は月額1000円にして利用しやすい料金に設定。 

9　今後の活動の展望 冏ｹD頷ｩj�4�985��ｸ6x/�ﾗ8,�+ﾘ,h+�.ｸ��ﾘ)~竟(,ﾈﾝ�･�-h,ﾉOX*b�

が遅れている事がわかった。回答の中に、何をどのように備え 

て良いのかわからないので手助けをしてほしいという声が多く 

あり、今後メニューを作成しアドバイスをしながら防災への備 

えを普及していきたい。 

また、これらの事業推進のため、働らく意欲のある高齢者の 

登録を行い、新規事業の推進を図っていきたい。 

10法人からのPR :∴ ���8+X,I^�.x+�.�*ﾈ,8*ﾘ.�/�-�+H+X,Hｨ�:�/�+X,H*(.�*ｨ���ﾒ�

くの人から感謝され、中には「施設に入る準備をしていたが、 

皆さんのおかげでまだまだこの町で頑張れそう」という話を頂 

いた時は感激をした。今回エントリーした活動以外にもイベン 

トの活性化対策も積極的に行っている。NPOは自治会等では 

困難な事業が展開でき、町づくり・の大きな力になっている。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



十戒2 5中畑i常の生活上最高印可丈読
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様式第1号

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ��b�

提出日　　平成26年10月21日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 剞ｶごみを土に還そう 

2　法人名∴ 剴ﾁ定非営利活動法人　ビオスの会 

3　代表者氏名 剪|内正巳 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市美浜区真砂3-12-9-404津本方 

5　法人の連絡先 �043-279-0487(津本) 

6　活動の目的 剞ｶごみを資源化して、可燃ごみを減らす 

∴:∴高士∴詰i∴∴ ∴∴∴∴;∵ ∴∴ 態 ∴ 7活動の繚 ������Δ������eﾈﾉﾂ������Κ���������b�wb�自治会等で、生ごみ資源化方法や、処理容器の使い方講習会を 

(昨年度6、10、12、2月真砂で)、小学校で「生ごみリサ 

イクル教室」を(昨年度各区1校計6校、今年度6月、9月稲 

丘小)、また、区民祭りやさば-るのフェアで展示PR等を行う 

ことで、生ごみ資源化の普及を図る。また、生ごみ堆肥や一次 

処理物を回収して農場で堆肥を多用した野菜栽培を行い、会員 

への頒布を行う。農場では、生活保護受給者等の就労体験受入 

を行っている。 

8　工夫した点 剌�摎e器を使い続けてもらうためのきめ細かな支援活動 
アンケートの実施、電話による相談等 

多くの自治会等で講習会を開いて生ごみ資源化の普及を図り、 

容　今後の活 俘X,ﾉ5yeﾓ｢�地域の花壇整備の団体と連携できれば　生ごみ堆肥の地域での 
循環が可能となる。 

10　法人からのPR 刄Sミ出しが楽になります。 
ぜひあなたのご家庭で生ごみを土に還してみてください。 

ビオスの会がお手伝いいたします。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



ビオスの会から耳よしl橋詰

☆生雷神を堆肥にしき可燃ご材をへら番う

☆広々した農蹄で野菜づくりを体験しよう

☆農場でイベントを聞こう

☆小学根で環境教書をやろう

NPO溝^ビオスの全　州†p://wwwZ.odn.ne.jp/♭iosnokai

事務局　　o4書一之79-o487　津本

E-m鮒jungfrau51Z⑫軸6. gyao. ne. jp



様式第1号

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ��r�

提出日　　平成26年10月23日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 剏�ｬ会 

2:法人名∴ 儂PO法人千葉盲ろう者友の会 

3　代表者氏名 剞ﾎ川　隆 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市中央区神明町204鵜12　千葉聴覚障害者センター内 

5　法人の連絡先 剴d話番号　043-242-9258 
メールアドレス　chibadb@hotmail.co.iD 

‰ 剿ﾓろう者を中心とする交流会を開いています。一人でコミュニ 

6　活動の目的 刄Pーションをとること、外出すること、情報を集めることが困 

難な盲ろう者が集まることができる場が交流会になります。 

いつ:毎月1回第3土曜日開催(8月はお休み) 

どこで:千葉中央コミュニティセンター、視覚障害者総合支援 

7活動の敬愛 　　き 刄Zンターちば(四街道市) 対象:盲ろう者、支援者、盲ろう者に必要な通訳・介助者 

どのように行ったか:平成25年度は、交流会、日帰り旅行 

(東京ドイツ村)、野外レク(佐倉城址公園散策、ボウリン 

グ大会)、クリスマス会、新年会を行いました。 
∴∴∴∴∴∴∴: 8工夫した ����5��交流会では盲ろう者本人だけでなく支援者等、両方の立場の人 

が楽しめるようにしなくてはいけません。盲ろう者は目と耳の 

両方に障害がある為、箱の中身にある物を触って、その感触か 

ら箱の中身を当てるゲームや、室内で無理なく体を動かすスト 

レッチ体操、外に出てボウリングをしたり、シートを敷いてお 

弁当を食べたりなど、お互いが楽しめるよう工夫しています。 
⇔ぐ,¥ 9今後の清 二美東,¥ �:�,ﾉ5yeﾒ����Δ�目と耳の両方に障害のある人のことを「盲ろう者」といいます。 

盲ろう者は目が見えない耳が聞こえないために、外出の機会が 

少なく、家に閉じこもりがちな生活を余儀なくされている方も 

少なくありません。私たちはそうした盲ろう者の支援を行って 

います。色々な方々の協力を頂いて、交流会を開催しているこ 

とをPRし、盲ろう者の掘り起しにつながればと思います。 
¥(/)㌢(/,¥ ∴ 1偶法人から ふ’音¥ �,ﾅ�ﾔ�������千葉盲ろう者友の会は盲ろう者だけでなく、支援者も会員とし 

て一緒に活動しています。盲ろう者福祉に理解と熱意がある方 

であれば　どなたでも参加することができます。一人でも多く 

の方に友の会の活動にご協力くださいますよう心よりお願いい 

たします。また、交流会はどなたでも参加できます。お気軽に 

お問い合わせください。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



平成2 5年度交流会活動報告

交流会
日付 �>�vR�場所 ��ﾉ�B�

4月20日 �7�6ｨﾗX���~冦液Ith���視障センター �3冖ﾂ�ラkﾂ��

5月18日 俚)���飭ﾈﾏh��藕ﾟB�佐倉市 �#9kﾂ�ズkﾂ��

6月15日 �.葦ｩ�ﾘ橙hﾏ�zﾂ�視障センター 鼎)kﾂ��kﾂ��

7月20日 僞ｹ|�橙�にじゆうまる �#)kﾂ�
千葉駅前店 茶ikﾂ��

9月21日 弍�WIWH*ｸ齷Lﾈｴ�,�,(*"�視陣センター �#ikﾂ�
て/全国大会の感想 �(5名) 

漢0月19日 �7ｸ4X8ｨ984��X橙�千葉エースレ �#Ikﾂ�
-ン 茶ikﾂ��

11月16日 假8ﾗY�h,h,ﾈﾏ�zﾂ�中央センター 鼎Ikﾂ��kﾂ��

12月21日 �4�8ｨ5�7ﾘ5���視障センター 鼎)kﾂ����kﾂ��

1月18日 ��iD陞��視障センター �3�kﾂ��kﾂ��

2月16日 冉胃�ﾅ��ｸ,伜���+X,H,ﾂ�中央センター �#)kﾂ�
体験談(防災委貴会) �(5名) 

3月15日 �?ｨｴ�.閲xﾗ2�東京ドイツ村 �3ykﾂ���9kﾂ��

※8月はお休み。 ( )内は盲ろう者の人数。

視障センターは「視覚障害者総合支援センターちば」の略
中央センターは「千葉中央コミュニティセンター」の略



様式第l号

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ����

提出日　　平成26年10月24日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 劔�ﾉD靜8ﾊ��y7�/�ｨ駅�+X,IY�8,ﾈ���,弍�u�+x.乖�:��

2　法人名 剩�����ﾈ���ﾉD靜8ﾊ�,�,ﾈ,ﾘ,��

3　代表者氏名 劔7�H��椹�b�

4　主たる事務所の所在地 劔�ywH�9(h匣ｾi(h匍Bﾓ��ﾓ�b�

5　法人の連絡先 剴�C2ﾓCC�ﾓScォ��������8��ｸ8ｸ��F�GF田S3$�f���6�韮�

6　活動の圏的 劔�ﾘ顗,��ｩnX徂,hﾎ8ﾊ��ﾈｼik�,僖ﾘ�8*�.倡9j�,ﾉ_ｸ��/��y�H嶌+X���

支援を必要としている人たちに成年後見制度の利用の促進を図 

り、後見人の受任により財産管理と身上監護に関する事業を行 

い高齢化社会への対応と陸がい者の福祉の充実に寄与すること 

;∴　∴上帝㌻∴∴ .∴∴∴∴∴ 劍/�mｩ4�,h+x.��"�

了　活動の概要 �� 兌ﾙ�ﾃ�吋緝ﾈ�,囘��ﾈ/��ﾙzx+X,Hﾋｸﾝﾘ,倩ｨ.��"�

判断能力が無い人、不十分な人の権利や財産を守るため成年後 

見制度を活用し法人後見人として、平成26年10月現在　法定 

後見　累計588件の受任をした。 

8　工夫し定点 劍ﾎ8ﾊ��y7�,ﾉyﾙD�6ﾘ�ｸ7ﾘ8�485ｸ�ｸ5h8x98�X齪ﾌ以�.�,ﾉ�因H�Y�r�
上配慮義務)を尊重し、支援を必要とする全ての方々の支援を 

する事が出来るように努力をしている。 

8 9今後の活動 一∴∴∴ �,ﾉ5yeﾒ�｢�∴∴∴ ∴∴∴ 僖i.�����ﾈ,h+X,H��Yﾘﾔﾈ*ﾘ自Lｨ�9j�,ﾉ_ｸ��,ﾈ+)yﾘ��,h+(轤�

援が頂けるような活動を継続する。 

法人の組織力を強化し、優秀な会員を確保してより良質な後見 

活動を行い、なお一層家庭裁判所をはじめ関係機関の信頼が得 

られるように努力する。 

∴∴∴∴∴∴ 10法人からの ∴一∴ �������������"�§ 僵ｹ&iEﾉ|ﾘ*ｩk8*)�ﾈ.)W8�Zｨ,��ﾈ*ｨﾊ�y�.(ﾞ�蝌*ｩ�隘�+8.ｨ,�*(���

会、そして、安心して暮らせる社会でなくてはならないと思い 

ます。成年後見制度はこのような人のためにあります。 

「NPO法人成年後見なのはな」は、気楽に相談が出来るところ 

です。お気軽にお尋ねください。 



NPO法人成年後見なのはな　法定後見受任状況　　　(2014.10.21現在)

年齢別　　　賀男　■女

本　　線　村市

実　震　欝塙

生活保議照合

」_「_」「__　　　-」

木人住所 �� �� �� �� ��

A総受任 ��,ﾈ*H+��8.現在 �(,ﾈ*H+�� ����ﾘ�9D2�Aのうち �"靈ｸﾝﾒ�Bのうち 

件数 倡9+y�ﾈ+��活動件数 倡9+y(h�"�佇��B�市長申立 乖�:霾��B�市長申立 

(含終了) 佇��B�(除終了) 佇��B�宙ｭﾈ�{鋳�件数 宙��{鋳�件数 

千葉市計 ��釘�19 ��3r�7 2 0 1 1 1 2 8 2 5 1 3 4 9 6 4 0 4 2 2 0 僮(皐�2�5 �"�5 �"�

干葉市中央区 鼎B�5 �3"�俘�竧�2�4 ���4 ���

千葉市若葉区 �3r�2 �#��俶ﾈ･�;倡2�5 ���4 ���

千葉市花見川区 �3"�4 �#"��8ﾈｾ��2�5 ���4 ���

千葉市美浜区 �3B�2 �#"�冤靈H�2�6 �"�4 ���

千葉市緑区 �#��3 �#��估�,8�2�3 ���3 ���

千葉市謂毛区 ����3 ��2��+y�hﾅ2�5 �"�3 �"�

横浜市鑓見区 ���0 ���0 

市原市 塔r�8 都B�乘ｹ�ﾈ�2�1 ���1 ���江戸川区 �"�0 ���0 

八千代市 鼎��2 �3��傚�倡2�1 ���1 ���

木更津市 �3"�5 �#��������2�1 ���1 ���

習志野市 �3��3 �#B���YmII)z(�2�1 ���1 ���

船橋市 �#"�4 ����俑ｨｻHｾb�1 ���1 ���

袖ヶ浦市 ����4 ��r���ﾙ�ﾘ�2�1 ���1 ���

鎌ヶ谷市 �#B�11 ��R��霑xﾅ2�1 ���1 ���

市川市 ����7 ��R���ｹzxｾb�1 ���1 ���

流山市 ����5 ��2�倅�ﾘ�2�1 ���1 ���

佐倉市 ��2�0 �����韈2�1 ���0 ���

八街市 澱�4 澱�俎)�ﾈｾb�1 ���0 ���

いすみ市 迭�2 迭�傴ﾈﾌｸ�2�4 �"�0 ���

印西市 迭�2 迭���h�ｾb�1 ���0 ���

柏市 ����0 迭���兔�ｾb�1 ���0 ���

588 塔b�441 ��ﾆﾂ�
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様式第1号

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ����

提出日　　平成26年10月23日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 剪n域福祉推進活動 

2　法人名 儂PO法人福祉の街美浜をつくる会 

3　代表者氏名 剽R佳　勝美 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市美浜区高洲3-4-12-101 

5　法人の連絡先 �043-277-1212 

6　活動の目的 凵u地域で助け合いながら暮らしていきたい」「困ったときはお互 
い様」の精神で、地域住民の互助活動として、子育てや高齢者・ 

陸がい者等の支援を通じて、誰もが安心して暮らせる街づくり 

を目的とする。 

1.子育て交流会 
:∴　　　∴∴ ∴　　　∴∴ 　　　一∴∴∴ 滋(　).(総 

幼児を抱える母親・父親に交流の場を提供し、保育のプロ 

と子育て経験者で子育ての手助けをする。(毎月第3火曜高 洲ココ‾‾セ、ター) 
∴　　　　　　　　　　　　　一∵ 

:∴∴　∴ ∴ ) :7∴活動の概要∴ 凵Aユ_フ‾イン 2.お元気ですか電話 

独居の高齢者等の安否確認と、不安や孤独感を電話による 

傾聴で緩和し、見守る。(毎週火曜　事務所) 

3.　いっぷく 

引きこもりがちな高齢者等に憩いの場を提供し、昼食を共 

にしアトラクション等で楽しむ。(毎月第4土曜　高洲2丁 

目第1集会所) 

4.日常生活支援 

高齢者等の依頼に応じて、介護保険外の家事支援、通院同 行等困りごとの解決を手伝う。(随時) 

8　工夫した �5����*ｲ�「いっぷく」「お元気ですか電話」の活動に関しては、やりっ 

放しにならぬよう、電話、手紙、訪問等により、参加者・対象 

者のフォローアップを行った。 

スタッフの不足、高齢化の問題があり、活動に参加する若い 

ボランティアを新たに獲得するため、タウン紙への広告掲載、 

ポスター、チラシ等の広報活動と研修会を実施し、成果があっ 
∴∴∴　　　　　　　　　　∴∴ 凾ｽ。 

9　今後の活動の展望 刳ﾖ係機関等との連携・協議を重ね、「いっぷく」の通年型の活 
動(ミニデイサービス)の実現を目指したい。 

1偶　法人からのPR 凾ｱれらの活動を地道に継続し、地域福祉ネットワークの一角 
を担う役割を果たしていきたい。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面l枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



夏はプールで水遊び

電話で安否確認、傾聴

隅田圏因

地域のフラダンスグループ

の演舞を楽しむ

日常生活支

車椅子の方の通院に同行



様式第1号

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ����

提出日　　平成26年10月23日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 剞逞t県における性感染症(STDの実態調査、予防のための教育啓蒙活動 

之∴法人名∴ 儂PO法人千葉健康づくり研究ネットワーク 

3　代表者氏名　轍鮒 剽搦亦ｷ　伊藤　晴夫 

4　主たる事務所の所在地 凵ｧ260「8670 
千葉市中央区亥鼻1-8-1千葉大学医学部本館内 

5　法人の連絡先　綴鸞漆畿 剌ﾜもl&Fax:043-226鵜2040 

性感染症(ST工)患者が増えている千葉県の現状を少しでも改善しよ 

6　活動の目的 凾､とする理念のもとに、千葉県内の医療・行政・学校関係者が集まった 

∴　∴∴∴∵子∵∴ 剏､究会。 

1.定例行事 

7活動の概要 一∴∴一∴一∴ 儡TIに関連する演題に造詣の深い演者の講演やパネルデスカッシ 
ヨンを通じてSTIを啓蒙する学術集会を毎年開催する。 

2.調査活動 平成17年より千葉県のSTI発生実態調査を継続して実施。 

その結果は「性感染症発生実態調査報告書」として一般公開。 
∴　　　∴∴　∴.∴∴∴∴∴　　∴.∴∵∴∴…∵∴∴ 

1.定例行事の演題・演者は、医師を対象にした招待講演、医師以外の 

8　工夫した点 剋Q加者の目線に訴える一般講演、或いはパネルデスカッションの演 題を選択する。 

2.実態調査は弊法人が主体となり千葉県内に所在する医師会(例、 

婦人科医会、泌尿器科医会)等とネットワークを縞成して実施。 
∴ 儡T工が蔓延した場合の感染者の精神的・肉体的苦しみは無論だが、そ 

の治療に要する膨大な医療費は　千葉市や千葉県ひいては本邦の医療経 

済に与える打撃は深刻なものになると予測される。また、STIは不妊 

9　今後の活動の展望 剌ﾇの原因となるので人口減少をもたらすことも危惧される。 
STIには、そのような危機が潜在しているが、千葉県におけるSTI 

) 凾ﾌ発生実態は、過去8年間に亘る実態調査で明らかになったので、その 

データを基にしたSTI(特に若者の)を予防する活動を継続する。定 

:　　　　:　　∴一 剽瘢s事に限定した活動に拘らず、より幅の広い啓蒙活動を行う。 

10　法人から �,ﾅ�"�活動主体のひとつに挙げたSTIの予防は、弊法人が発足以来の大きな 

柱である。弊法人の活動に尽力願っている関係者は　地道な活動にも関 

わらず、着実にSTIの実態を明らかにしてきたので、今後の活動は 

STIの予防・啓蒙をより充実するように軸足を移行する。特に、現在 

も増え続ける中学生や高校生を対象にした教育なども考慮する。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



千葉県における過去8年間の性感染症発生調査報告(抜粋)

五十嵐辰男(千葉大学フロンティア医工学センター)、高橋敬一(高橋ウイメンズクリニック)

伊藤晴夫(NPO千葉健康づくり研究ネットワーク)

l.考察

本調査では、千葉県における性感染症の現況は、産婦人科受診数が過半数であること、性器クラ

ミジア感染症が多いこと、男性では20代後半から30代前半を、女性では20代前半をピークとする

年令分布を示すこと、 10代では性器クラミジア感染症が多いこと、などが判明し、これまでの報告

と同様であったことが確認された。発生数の推移に関し、厚生労働省の定点観測に基づく調査によ

ると、淋菌感染症・性器クラミジア感染症は平成14年をピークとし、性器ヘルペスウィルス感染症、

尖圭コンジローマはやや遅れて平成17年一18年をピークとして以後漸減傾向に転じている。今回の

千葉県における全数調査でも同様の傾向を認めているので、本県でも性感染症の発生は低下傾向に

あるのかもしれない。本研究では、県内の3診療科を第一標梼科とする医療機関を対象としたアン

ケート調査を行ったが、この調査結果の妥当性を担保するには調査対象の選択と回答率および調査

時期の解析が必要である。

2006年の本研究の開始時に、調査対象となる医療機関の抽出には、一部の医会会員名簿のほか、

ウェブサイトによる検索を行った、アンケート送付先数が増え、回答率も低い結果となった。 2007

年以降は、前年度の回答を解析し、廃院、当該医療機関なし、第一標梼科ではない、などの施設を

除外した。その結果、概ねアンケートに協力的な医療機関が固定してきたので、年次推移について

は信頼性があるものと考える。ただし、性感染症患者の受診が多いと思われる医療機関が調査に含

まれているとは限らないこと、およびアンケートの回答率が60へ70%であったことより、発生の絶

対数についてはこのような調査では信頼性が低い。今後、可能であれば保険診療レセプトとの比較

などが必要であろう。

調査時期の変動については、これを補正するデータがなく単純に比較しただけであるが、調査月

の差による発生数の変動は抽出されなかった。

今回の調査で、千葉県の医療圏ごとの発生動向が把握されたことは興味深い。千葉県は人口の6

割以上が千葉市から北西部に集中している。当然ながら千葉、印旛、東葛南部、東葛北部での発生

件数が多い。しかし、人口10万人あたりに換算すると、人口の少ない地域の発生が目立ち、特に印

旛医療圏に多いと思われた。同様に10代の発生件数を人口比で比べると、印旛と市原医療圏が多い

ことが判明した。青少年からの啓蒙活動は将来の性感染症の発生を抑えるために有効と思われるの

で、このような地域性に関して検証を進める必要があると思われた。

2.まとめ

千葉県における過去8年間の性感染症発生調査結果を通覧した。性感染症の発生数は減少傾向に

あったが、直近の3年間では増加傾向を示した。性感染症の絶対数は性器クラミジア感染症が多か

った。未成年では女性の発生が多く、この年令層の対策が20代の発生数を抑える意味でも重要と考

えられた。

※本報告の全文は、 NPO千葉健康づくり研究ネットワークWEBに掲載してあります。

NPO千葉健康づくりネットワークURL: http:/有w.chibaken - Sti.jp/



様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ���1 

提出日　　平成26年10月23日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 劔?�ｸ�ﾙ�ﾉYI�ﾈ,ﾉ�I�ﾈｨ�:��

2　法人名 劔<�.碓��9y葵�:馘��ﾈ��79�ﾈ,ﾈｬ(ｺｸ/�ﾖﾈ*h.���

3　代表者氏名 劔Y�YH��ﾏr�

4　主たる事務所の所在地 劔�ywH�9(h匣ｾi�ﾘﾌｹkﾉ*ﾃ3#IMI&�,ﾃ���

5　法人の連絡先 劔6I�#｣�C2ﾓ#3�ﾓ���(��8��ｸ8ｳｦ���ﾖ蘭�ｶ��v������6�ｧ��

6活動の目的 　讃蟻 凵�� ��ﾙ}�78�9�ywH�8,ﾉ(i�8�8･�&�/�zﾈ.ｨ.�?�ｸ�ﾙ�ﾉYI�ﾈ,ﾘ��ﾟ�ﾚ�4��

ユや多種多様な水棲生物が生息する貴重な水辺空間へと変貌を 

遂げてきましたが、しかし、残念なことに川の中やその周辺は、 

電化製品、自転車、タイヤ等の廃棄物、家庭ゴミ等が散乱して 

いる。そこで、我が会は十数年前より、都川全域を対象に川内 

及び周辺の廃棄物撤去・ゴこ清掃を定期的に行い　市民に愛さ 

∴∴∴∴∴∴∴ 劍��������������������ﾂﾘ耳������%��.ｩ�X+X-ﾈ.ｨ.��Y]8ｬ(ｺｸ,ﾉ]ｹ�8/�mｩ4�,乖�:�+X,H*(.��"�
一∴高卒言草:∴∴∴∴予告; 劔.葦ｩ4�,淫ﾉ�I�ﾈｨ�:�,ﾓ�����7��ｸ5�,Xﾗ8,�,H*(.�*ｨ���Xｴｹlﾒ�

7　活動の概要 劍,��I�ﾈｨ�:�,ﾘ��Hﾈ�#y?｢�?｢�,���ｨ�:霄i|ﾘｮ仂b�����#ykﾂ��
と連携し、都川本川「新青柳橋」上下流それぞれ50m前後の川 

内、川周辺の廃棄物撤去、ゴミ清掃を行った。 

鮫 劔�ﾉ>�,ﾉG�ｯﾉZ�.)�Y�X587�9�,ﾘ���|ｨ,h処*ｸ�8+�ﾘ(+2シﾒ�*ｨ*��

8　工夫した点 劍.�+ﾘ-���ｻH�8*�.x6x8�6(4�4�8ﾈ�ｸ98棈,X8�488H�ｸ8(6(5(/�諄*"�
引き揚げ作業を行った。また、交通量もあるため、安全施設や 

鶉¥ 劍ﾏ�,ｩ�騫ﾘ醜/�Gｩ'X+X,H,ﾉ�Xｴｹlﾘ,��I�ﾈｨ�:�,h,�,�+ﾘ�"�
; 一∴ § 劔&�;�,��I�ﾈｨ�:�,僵ｨ*(��8ｨｯﾉG�ｯﾉZ���587�,ﾘｯIZｨ晴,�*ﾘ,�,�,B�

きているが、電化製品の引取り有料化や家庭ゴミの有料化も相 

まって、人目のつきにくい時間帯に投棄する者が後を絶たない 

鏡　今後の活動の展望 劍,ﾈ.�ﾋｸ�8,X*�.��(*(+ﾘ+�+(,�+�,h,�.�*ｨ��79�ﾈ,ﾈｬ(ｺｹ]ｹ�8,ﾈ+ﾒ�
めには、今後も地道に清掃活動を継続していく。次回の大規模 

∴∴∴∴　　　　∴∴∴∴ 劔�I�ﾈｨ�:�,ﾓ��ﾈ�#i?｢�?｢祷鳧*�.x��ｨ�:霄i|ﾘｮ仂b��(���28名)と連携し、都川本川「坂月橋」上流50m前後を行うこ 

§ � �,h,h+X,H*(.��"�

; 劔D��H���Xｴｹlﾘ,�79�ﾈ,ﾉ�ﾉ>�ｷ�-��]8,ﾉ�I�ﾈｨ�:�/���邵+x.�,hｺH,���h��
月1回定点10箇所での水質検査と都川全域を対象に季節・水域状況に 

吊O法人からのP ∴∴一 �"�:∴∴∴言 渡 ;∴ ��+h+ﾙ�i�I+(ﾛ�.(�Y79�ﾈ,��i�x+x.�4�8h,ﾉ�i�I+(ﾛ��h/�ﾗ8,�,H*(.��"�
また、地域の子ども達を対象に、小学校・公民館などで川や川の生き 

物の大切さを学ぶ環境学習を行うと共に、川沿いに桜の植樹・草花の 

植栽などを行い命の大切さの啓発活動も行っている。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



昨年12月14日(土)に支川都川「星久喜橋一　新都川橋」で行った合同清掃作業風景



様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

エントリー番号 ���2 

提出日　　平成　　年　　月　　日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 �逢xｻ8支/�X�ｷ�+x.乖�:��

2　法人名∴ 泌����ﾈ����+�,�5H484x985�,ﾈ橙�

3　代表者氏名 亊�皐���9Eｲ�

4　主たる事務所の所在地 ��s#cBﾓ��3)�ywH�8��wHｾh-ﾘ,(.ﾙ�C2ﾓ#2ﾓ��x��ﾘ)68��uHﾗ8�������

5　法人の連絡先 菱uc｣���ﾓs#��ﾓC鉄8����f�ゅ�C2ﾓ#SBﾓ�ピ��

6　活動の目的 �逢x,ﾉo�ｨH,ﾘﾚ�?ｨ-ﾈ+x-ﾈ+xｦy�X+X,H*(-ﾈ+x�)gｸ檍,X,ﾘ��怦ｧx,佛x.ﾘ.倡2�
民の興味や意欲を、会員相互の交流を通じて育み、科学教育普及事業とい 

う形で、地域社会に積極的に発信・普及し、豊かで文化的な市民社会の発展 

に貢献したいと考えます。 
・地域の活性化への貢献　「西千葉は日本のロケット開発の聖地」 

日本のロケット開発は、1954年に千葉市(現千葉大学西千葉キャンパス)で 

;∴ �5�5��ｸ6x+X-ﾈ+X+ﾘ�(+ｸ,ﾈｴﾉD�+x-x*ｹ&�,X���ﾈﾋ�檍�XﾗX�檍/�､ｨﾜ8+X��+�,ﾉ��讓/��ﾒ�

莫 �*ﾘ,ﾈ�9j�,�6�*h,H*(-ﾈ+x�(+ｸ,ﾈﾝｸ����,h.�$(,ﾘ��9h鳧､ｩJﾘ,偖ﾘ馼+X+ﾙ�ﾈ,h,ﾈﾏ�zﾈ���
模型ロケットの製作体験などを行い、それらを通じて、工夫の重要性と達成した時 

7　活動の概要 �,ﾈｫI:���.�,ﾈﾞﾈ.�,ﾉ�Y��+8,ﾉ�ﾉ;���&闔h,ﾉ��讖Dh�,ﾉ�ｸ嶌,�,x/�ｯｩ�(+X,H*(-ﾈ+x�"�
・科学教育に関する普及事業 

「ロケットを作って飛ばそう」「火星ローバー作り」「凧作り」「電子工作」「スー 

パー竹とんぼ」「手作りラジオ」「四季の自然観察会~森の玉手箱」「天体と生物の観 

察会-アース探検隊」「サイエンス・サマー・キャンプ」「宇宙の学校」など多彩 

な自然体験活動、科学体験活動などを開催しています。 
・干葉市科学館からの委託事業 ・土日講座(8月を除く毎月第3土曜日)・サマースクール(8月中の数回) ・プラネタリウム(年3回) 

鴻¥(¥ 

・幅広い人材の確保と多くの市民の参加 

2014年1〇月現在で、250余名の会員がいます。会員には、科学に関心を 

8　工夫した点 倬ﾘ,(�9j���v9'H��*�.y�Xｧx,ﾈｻ8醜��5i[hｭhﾅx,ﾈﾊHｸh�(��ｮ仂h,ﾈﾊHｸh�(���9|8�馼�(���科学館・博物館学芸員、科学館ボランティ・アなど、幅広い人脈で構成されています。 
・多彩な科学教育普及活動 

「子ともゆめ基金」などの補助金を申請・認可を受けながら活動の資金にして、 

より内容が豊かで確かな運営ができるようにしています。 
・新会員の獲得と継続・発展の基礎を固める 

常に市民に働きかけ、会員の新陳代謝を図り、永続的に会が発展していく 

9　今後の活動の展望 �.h*H,�+x.��"�・日本のロケット開発の聖地、西千葉に「ロケット発祥の地」記念碑を建立 

したい。 

;∴　∴∴ ��X8ﾘ5�6(6yJﾘ�,ﾉ&闔ｩ�ﾉ�ywH�h/��(+X��&闔hｨ��ｸ嶌,ﾂﾘ�,h,�.�.h*H,��イベントを創出したい。 

10　法人からのP農 �*�,�+ﾘ.�+ｨ-�檍醜,���

・会員の特典 

年間に3回発行される「会報」が自宅に送付されます。 

会員のみに送付されるメールで科学教育情報を共有、発信ができます。 

科学教育普及事業の講師に依頼され、活躍できる機会が増えます。 
一番生き甲斐になることは、子ともたちの笑顔に触れることができます。 



三瓶擬師電子工作の説明



様式第l号

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

提出日　　平成26年10月24日

※エントリー番号欄には何も記載しないでくださいエントリー番号 ��2�

1　エントリーする活動名 僖V被害者を支援する活動 

∴2∴法人名∴ 剴ﾁ定非営利活動法人DV被害者支援活動促進のための基金 

3　代表者氏名 刪ｭ美雅子 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市中央区中央3-17-2　ライオンビル302 

5　法人の連絡先 �09079077339 

6　活動の目的 僖V被害者支援活動に対して活動資金並びに必要な情報を提供 する事業を行い、民間の自発的なDV被害者支援活動の活性化 

及びDV問題の社会的認識を広めることを目的とする。 

皆様から寄せられた寄付金で2団体に助成 
・NPO法人アーシャ 

(同行支援など被害者の自立に向けた活動を行う団体) 
・・・PC,EAX機など20万円 

了　活動の概要 凵ENPO法人女性ネットSaya-Saya 
(シェルター運営や被害者支援を多角的に行う団体) 

・・・シェルター暖房器具など20万円 

DV防止啓発講座開催 
・’`子どもが主人公の面会交流’’講師:山口恵美子 DV無料相談毎週月曜2時-4時 

∴ 套音臆 　( 僖V防止啓発講座の企画は、今関心の高い問題を取り上げるこ 

とができた。離婚の際に親子が定期的に会う「面会交流」を取 

り決めるよう民法が改正され、1年が過ぎた。 
一緒に暮らしていない親子の面会には、父母間の感情のもつれ 

8工夫し定点 ) 凾竅ADVが原因で離婚した場合には対応が難しくなる。現在関 
係者が試行錯誤を続けている問題において「子の利益を最優先 

すること」についての講演会を開催した。予定参加者数を上回 

る参加者数で関心の高さがうかがえた。講演後は面会交流を題 
∴∴ 憧�材にした理事長夫妻による講談を披露、それには加害者は理論 

や理屈が通らないというメッセージも込めた。 

9　今後の活動の展望 凵Eこの間題への啓発を行い広く理解と協力を求める活動とDV 
被害者支援をする団体への助成/DV防止啓発のための講演会 

開催/DV無料相談等の活動を通し、DVのない社会の実現のた 

めに歩み続ける 
( 剋ｩ分らしく　生きるために 

10　法人からのPR 剋qどもたちを健全に育てるために 
親しい間柄の人からの暴力、DVをなくすために 

DV基金は活動しています 



読売NPO出、 DV彼霊者支路舌動促進U)ための基金



様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート

iエントリー番号 ��B�

提出日　　平成26年10月24日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 劔�ywHｾ(ﾜ�ⅹ5挨�,X,ﾄ�(馼ｼh/�,ｨ+h,H,ﾈ5(7�8X6ｨ6X4(5H7ﾈ�ｸ6xｨ�:��

2　法人名 劔<�.碓��9y葵�:馘��ﾈ-ﾈ+�,8*ﾘ.��ywB�

3　代表者氏名 劍�)gｸ���(���

4　主たる事務所の所在地 劔�ywH�9(h匣ｾi(h匍9)ｩm｣儁C�8ﾘb�

5　法人の連絡先 劔6I�#｣�C2ﾓ#��ﾓSS�X��8��ｸ8ｳｦ����6��ﾂ讒��

6　活動の圏的 劔&闔h/�辷*h.��ﾈ,ﾈ�-ﾈ.�,X*�.�5(7�8X6ｨ6X4(/�5H7ﾈ�ｸ6r育�r�+x.�+��

とによって、地域全体の活性化を図ることを目的とする。また、その地 

域におけるコンテンツの一部である文化や歴史の情報を発信することに 

より、その地域の価値を上げ、地域への新たな投資が生まれ、交流人口 

が増加することも目的とする。 
∴∴∴∴∴　　　　　∴∴ 劔�ywHｾ(ﾜ�ⅹ5挨��Xｻｹ�xﾘx/�益�ﾈ,h+X+ﾘｯ��h,ﾃ(,(,ﾈ487�986x,X*�.��X*"�

」一章∴　　　　∴ /藤懸 劍*(･�+�,�7H8ｨ�ｸ7ﾘ�ｸ5�6(6x�h,h�X+�,驢��靉ｸ7H4h5�5��h,ﾈﾇ���､ｨﾜ8/�饕�

7¥; 言 う※¥ ������������ｨ�:�,ﾈ･Iwb�冖�ｼx,h+X,H5H7ﾈ�ｸ6x+X��馼ｼh戊�8,ﾉ�ﾈ,儘ﾉ_�ｨ�:�,h+X,H7ﾈ5�5��ｸ.(6�8��

シ等を作成した。また、商店街を中心とするエリア一帯の文化と歴史に 

関するマップ型パンフレット「ナカちば」(別添)を5万邦作成。近隣の 

小中学校や文化施設、千葉市関連施設などに配布した。これらを併せて 

「文化と歴史の街IR事業」と呼び、この地域が投資に値することを多 

くの人に示した。(IR=インベスター・リレーションズ:企業などが投資 

家に向けて経営状況や業績に関する情報を発信する活動) 

(1)多くの人が関わる活動となるために、下記の点を工夫した。 
・イベントの実施には商店街以外に多くの学生やボランティア加わった 

・ナカちば編集では　商店街と地域の施設関係者、まちづくり千葉会員 

8　工夫した点 � �,�,x,X�8ﾊ佰�ｫx檍/�､ｨﾜ8��&闔h,ﾉ��讓,��ｨ+X*)_ｸ��,�.�ｺi|ﾘ/�+�*(+ﾒ�・ナカちばを多くの人が目にするように近隣小中学校全生徒へ配布の他 

に千葉市のコミュニティ施設や文化施設に配布した 

(2)商店街の経済的な負担をできるだけ小さくするために、経済産業 

省の補助金を最大限利用した。 
∴∴ 9今後の活動の展望 劍ⅹ5挨�.(齪��檍,侘�.x+���ﾚ�ﾎ8.�&闔h/�辷*h.�5(7�8X6ｨ6X4(,ﾘ���ﾈﾝ餮2�

足、資金不足になってくると感じています。これらのコミュニティが、 

今後も積極的な活動ができるように、支援してゆくことがまちづくり千 

葉のミッションであると感じています。 

∴　:∴∴ 　( 10法人からのPR 劍-ﾈ+�,8*ﾘ.��ywH,ﾘ��vﾈ��,�&闔hｨ�:�/�+X,H*(.�5(7�8X6ｨ6X4(,ﾈ辷�.(吮�

接をしています。「自治会のお祭りの運営が大変」「イベントを開催した 

いが、その内容をどうするか悩んでいる」「自分たちの活動の発表の場が 

欲しい」など　皆さんのコミュニティが抱えている悩みをできるだけ解 

∴∴∴∴一 劍ﾈ�,X*ｸ.�.h*H��ｨ�:�+X,H-ﾈ*(.�-ﾈ+x�(*斡8ﾇ�,刋�xﾘ岑+8*(�(-ﾈ+ﾘ��-ﾈ+��づくり千葉の活動にご理解とご協力をお願いします。 
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様式第1号

平成2 6年度千葉市NPO活動大賞エントリーシート
提出日　　平成26年10月24日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください
エントリー番号 ��R�

1　工ン同車する活動名 剏酎Sな市民農園普及のための研究会開催と実践的な指導育成活動 

亘∴珪人名∴ 剴ﾁ定非営利活動法人千葉県市民農園協会 

3　代表者氏名 剽搦亦ｷ　廻谷義治 

4　主たる事務所の蔚窪地 剞逞t県千葉市稲毛区天台4-3-3-203 

5　法人の連絡先 �(287)2364　megu420yoshi@nifty.com 

6　活動の畠的 剔ｽ様な機能を有する市民農園に対する正しい理解と市民農園の定着と発 展を推進する本会の目的達成のため、情報を収集し提供していく研究会 

を開催し、併せて践的指導者の市民農園コーディネーターを育成する。 
∴∴ 　　∴ 　(翁 　∴∴∴ ∴　∴　∴∴; 了活動の概要 剏､究会は、25年度のテーマを「福祉と市民農園」と定め、会場を千葉県 

青少年女性会館とし、7月に`く子育て’’、9月に``高齢化社会’’、1月に 
“ハンディを意識しない社会づくり’’、3月に``これからの福祉社会’’ 

の具体的な課題で4回開催した。また、11月には東京都中野区の高齢者 

福祉農園を事例調査した。対象は、千葉県を中心とした市民農園活動者 

約50名である。市民農園コーディネーター資格認証制度を設け、年1 　　¥　　　　　　　　三刃‾ ∴∴ 　　.∵:∴ 　　.∴∴∴ ∴　　∴∴ 

回試験を行い、平成17年度以降」れまでに全国から55名を誰証した。 内、千葉市から13名、他の千葉県内から20名を認証している。 

∴ 剏､究会の開催にあたっては、開催時期はほぼ同じ時期に開催し、そのう 
ちの1回は現地調査とし、実態の把握に努めている。また、会議形式の 

8　工夫した点 剏､究会は会場を同一とするように心がけ、参加者が参加しやすいように 
した。市民農園コーディネーターの資格認証試験は毎年11月第2日曜 

日に行い、2月中旬に認証している。認証後2年ごとに資格を更新し、 

研究会等を活用しながら専門家としてのスキルアップを行っている。 

9　今後の活動の展望 剏､究会は、平成4年の協会の前身団体発足以来21年間で167回開催し 

たが、’`都市を耕す’’市民農園の活動は、’`農業理解と食育’’“都市環境保 

全’’``福祉’’``コミュニティ対策’’``都市防災等、広範にわたる機能・役割 

があるため、時代に合わせた研究テーマが誕生しており、益々充実させ、 

市民農園コーディネーターの活動につなげなければならない。現在50 

名のコーディネーター認証者を、5年後に100人の目標で取り組む。 

∴∴∴∴ 冏ｸｺh檠9�,ﾉ&闔h�9j���ｺh檍,XﾖY�ﾈ+8.ｨ,H*(.�?ｩgｸ�9j�����ﾘx,ﾘ���2�
民農園国際連盟組織から唯一の日本代表と認められているが、NPO法人 

1鯖　法人からのPR 剞逞t県市民農園協会は、連合の中核を担い、海外との交流も深めている。 
現在、市民農園の機能を活用した過疎解消対策や地域活性化の取り組み 

)) 凾ｪ全国各地で行われているが、その助言者としてNPO法人千葉県市民 
農園協会が各県・各地に指導に出向いている。 

※このエントリーシートは、 A4用紙片面1枚で提出してください

※このエントリーシートとは別に、 A4用紙片面1枚以内で写真・チラシ等を添付することができます

※このエントリーシートは、市民投票等の際に、公開します(添付した写真・チラシ等も含む)



別添資料　　健全な市民農園普及のための研究会開催と実践的な指導者育成

国内の情報収集　先進国の情報収集　　　市民農園に係わりのある人々
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スキIげップ

実践的な指導者の育成
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J指導助言　　I参加

一般市民の市民農園利用
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様式第1号.

平成2 6年度千葉市N PO活動大賞エントリーシート

匡ントリー番号 ��b�

提出日　　平成26年　10月　24日

※エントリー番号欄には何も記載しないでください

1　エントリーする活動名 剋瘤ﾒのためのデートDV予防の活動 

2　法人名 剴ﾁ定非営利活動法人　ウイメンズ・ウイングちば 

3　代表者氏名 刹{田　喜美江 

4　主たる事務所の所在地 剞逞t市中央区中央3-13-17 

5　法人の連絡先 �043-224-7705 

6　活動の国的 剿¥力のない社会にするには予防教育が必要であり、早期で行う ことがより効果的なので中学校、高校などで講座を実施する。 

DVの被害者にも加害者にもなってほしくない。 
∴∴∴ 善 言　　丁子 ,慾 ∴∴ �2003年から暴力のない社会を目指してNPOを立ち上げ、講座 

や研修、電話相談などを実施してきた。DVをなくすための早 

期の予防教育こそが必要であり、2007年から県内の高校で「デ 
ートDV予防セミナー」の講座を始めた。2011年からは千葉市 

や市原市の中学校で実施している。2013年度までに、延べで中 

7活動の概要 さ 　8 刳w校20校、高校36校で、受講者数は19000人に及ぶ。学校に 出向き、主に体育館や講堂などで、全校生徒または学年単位で 

行っている。参加型のQ&Aやパワーポイントで分かりやすく 

説明し、暴力が起こる社会的要因を理解する。「よりよい関係」 

をつくるにはどうしたら良いか、友人同士での相談の場面で、 

自分の出来ることは何かを考えるセミナーにしている。 
「10代の生と性を考える」一若者の心のケアとからだのケアの 

) 劍b一産婦人科医の講演会を大人向けに開催した。 

参加型のセミナーを心掛けている。Yes/Noカードを使用して 

のQ&A。パワーポイントで分かりやすく説明。生徒のロール 

8工夫した庶 子∴∴∴∴∴∴:一一一 刄vレイで身近な問題であることに気付く。 
当団体で作成した冊子「デートDVって何?　一よりよい関係 

をもとめて一」を各生徒に配布。 

講座終了後のアンケートで、生徒の声を次回に反映。 
∴∴∴∴∴ 9今後の活 ¥§シ卒 俘X,ﾉ5yeﾘ����������Κ���������若者を取り巻く環境はネット社会において、ストーカー被害や 

リベンジポルノなどますます深刻化しているので、セミナーで 

はそれに対応した内容を充実させていく。 

市内の中学校で、在学中に1回はデートDVのセミナーを受講 

できる機会をつくる。 
∴∴∴∴;∴:∴∴∴∴∴ 10法人からのPR 僖V、いじめや暴力のない社会を作るには、「知る」ことからで 

す。正しくデートDVを理解して、「自分を大事にすること」が 

相手を大事にすることにつながり、よりよい関係を作ることが 

できるのです。 
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.}鵬　24語調　043-206-8002

千索県勢女薬園塞弼センター

(女性用)火一目∴∴9:30-16:00　04-71 40-8005

(男性篤)火・水　碕:00-20・00　043-285-0231

讃黒猫駁サポートセンター

平日　8:3o-1?:15　043-227-911o

鴬嬢

容儀鷺福祉センターでも網膜をうけられます

けがをしなり、翁の経験を慈しだら∴鱒懸1「0諺

激震鞭からでもかけられます

遅参
的戸〇滴人事イメンズ・ウイングさば

043-224-7?05

金13:00へ1ワ:00 (祝日は休み)

この柳手はNPO法人DV損識者支援活動荘厳のための導食で性成し漬した.

く20「3雄寄用)

ロVって阿?
い閲撥を竜をめて-

力しシ、カノジョはまだいないし

「デート」も「DV」も関係ないよ

でも、あなたたちに知ってほしし1

「デート隠V」
知ることは∴あなたの「力」になるから

「声-トDV上つきあっている二人の同におこる

こと。大切な人のここうとからだを億つけて、二人

の関係をこわしでしまう真力のこと

NPO活人　ウイメンズ・ウイングぢ慮


