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本会の愛称が決定！

「はーとふる千葉」

ハーティちゃんをはさんで記念撮影する
愛称募集最優秀賞の 田まゆみ様（右）と高梨会長（左）
福祉のまちづくり推進 福祉体験 標語・ポスター・作文コンクール

標語の部 千葉市社会福祉協議会長賞受賞作品

雨戸あき 今日も元気と ひと安心

川戸小３年 岸田

朱莉

「一人」から「みんな」へ続く ボランティア
福祉のまちづくり推進 福祉体験 標語・ポスター・作文コンクール表彰式

表彰を受ける、本会会長賞受賞者の中田遥友様（右）
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稲毛中２年 中田

目 次

・ ・ ・ ・ ボランティアバス CHIBA・GO！2012 宮城県南三陸町へ！
・ ・ ・ ・ 千葉市社会福祉協議会愛称決定、平成 24 年度会長表彰式
・ ・ ・ ・ 福祉のまちづくり推進 福祉体験 標語・ポスター・作文コンクール
・ ・ ・ ・ Ｃｌ
ｏｓｅＵｐ地区部会〜おゆみ野地区部会〜
・ ・ ・ ・ フードドライブを開催（フードバンク千葉からのお知らせ）
ＦＡＸ番号変更のお知らせ、ご寄付のお礼、賛助会員紹介

はーとふる千葉

遥友

ボランティアバス CHIBA・GO！2012

宮城県南三陸町へ！

東日本大震災の発生から１年半が経過しましたが、未だに復興の道
は険しく、本会では昨年の岩手県陸前高田市に続き、被災地でのボラ
ンティア活動を支援するため、今年も「ボランティアバス CHIBA・
GO!」を運行しました。
今回の活動先は、宮城県南三陸町。第１回は９月２１日出発、第２回
は９月２２日出発とし２回運行しました。夜に千葉を出発し、翌朝から現
地で１日半のボランティア活動を行い帰路につく、車中１泊を含む２泊３
日のスケジュールです。
（詳細右記行程表）
本会のホームページや市政だよりなどで募集を行っ
たところ、定員６０名を上回る９３名の応募をいただき
ました。厳正な抽選によって３０名ずつの参加者を決定
し、参加者に対して現地の状況や注意事項などについ

行

程

し、万全の態勢で臨みました。

2泊3日（バス車中1泊）

第1回（9月21日〜9月23日） 第2回（9月22日〜9月24日）
千葉発 =（車中泊）
22：00

1日目

= 菅生PA（朝食他）発 = 支援活動 =
6：00
8:00〜15:00

て事前説明会を実施しました。また、本会職員がサポー
トのため先行して現地入りをし、バスには２名ずつ随行

南三陸町災害ボランティアセンター
ここを拠点にボランティア活動を行います。

2日目

わくや天平の湯

=

（夕食、語り部による体験談他）

17:00〜19:30

現地では主に市街地での活動となりました。泥をか
ぶったがれきなどを掘り起し処理のために分別する、
がれき清掃などの作業を行いました。
現地の災害ボランティアセンターから派遣されるボラ

3日目

エクセルイン古川着
20：00

= エクセルイン古川発 = 支援活動 =
6:45
9:00〜12:00
大観荘（昼食他）= 千葉着
22：00
14：00〜15：30

ンティアリーダーさんの指導によりてきぱきと作業を進

め、広大な被災地の中で少しずつでも復興に向けて手助けとな
れるよう、全員が汗を流して活動しました。また、活動初日の夕
食時に現地の語り部の方から被災の日からこれまでの体験談を
聞かせていただく時間を設け、参加したボランティアさんたちは
熱心に聞き入っていました。
そして翌日は、お昼までの活動を無事に終了し、千葉へ向けて
帰路につきました。
活動風景

途中で大雨に遭

うハプニングがありつつも、両行程とも大きなトラブルも
なく、無事に終了することができました。
あまりにも甚大な被害の様子に、小さな力に見えるボ
ランティア活動ですが、一歩ずつ復興への道のりを歩ん
でいると思います。本会ではこれからも東日本大震災の
被災者・被災地への支援の輪を広げてゆきます。
最後に、参加者の皆様をはじめ関係者の皆様、誠に
無事、
千葉に到着。本当にお疲れさまでした。

ありがとうございました。
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愛称決定！愛称：はーとふる千葉

千葉市社会福祉協議会

本会では、地域社会の幅広い世代の方々から、その存在と
活動を広く知ってもらい身近で親しみのある存在となるよう、
愛称を制定いたしました。
愛称を制定するにあたり「共に手を携える福祉社会の実現
に向けて」をテーマに「身近」で「親しみ」を感じられる作品
の公募を８月１日〜８月３１日にかけて行い９４点の応募をいただ
きました。第１次審査では社会福祉事業関係者である本会評議
員や福祉を学ぶ大学生で構成される選考委員会による選考を、
第２次審査では第１次審査で優秀な成績を収めた６作品に対し
て、地区部会関係者、市内ボランティアグループ及び福祉を学
ぶ大学生の方々による市民投票を行い、厳正な審査の結果、
「はーとふる千葉」が最優秀賞に選ばれ、本会の愛称として決
定いたしました。
今後は昨年度に誕生いたしました本会マスコットキャラクター
「ハーティちゃん」とともに、愛称「はーとふる千葉」が市民の
皆様に身近で親しみのある存在になるよう、
ＰＲを行っていきま
すので、よろしくお願いいたします。

表彰式

−

（最優秀賞

田まゆみ様）

田さんから頂いた愛称の説明−

「共 に 手 を 携 え る 社 会 福 祉 の 実 現」に は、
市民と協議会の「心から」の強いつながりが
非常に重要だと考えています。なぜなら、市
民と協議会が互いに心から意思疎通できるこ
とではじめて互いのことをよく分かり合え、
そしてさらに良い千葉市へと変えていけると
考 え て い る た め で す。そ こ で、「心 か ら＝
heartful」を子供から高齢者まで親しめられ
るよう「はーとふる千葉」と名付けました。

平成24年度 千葉市社会福祉協議会 会長表彰式
１１月１７日（土）に千葉市ハーモニープラザにて平成２４年度会長表彰式、福祉のまちづくり推進
福祉体験 標語・ポスター・作文コンクール表彰式を開催しました。会長表彰式では千葉市において
永年にわたり社会福祉の増進に貢献された地区部会関係者、民生委員・児童委員、社会福祉施設・
団体役職員等、
１２７名の方々を表彰いたしました。
〜会長表彰受賞者〜（順不同・敬称略）
福祉活動推進員の部 菅原 陽子 林 弘幸 小野寺 裕子 小野寺 修
民生委員・児童委員の部 松井 美智子 四本松 四六子 中田 フミヱ
村木 和代 田中丸 邦彦 宮島 綠 高𣘺 桂子 鈴木 幸子 室屋
柴 和子 新井 敏子 吉田 由紀子 古澤 美緒子 山内 節雄 町田
身体・知的障害者相談員の部

松林 日出夫

社会福祉施設・団体役員の部

菊池 恵美

桂 次郎

社会福祉施設・団体役員の部

小川 祐子

君塚 敏充

伊藤 幸子

井田 耀子 尾形 勝二 佐々木 洋子 川合 孝子
鈴木 千恵子 日暮 弘子 大塚 典子 遠藤 保江 宮崎 武司 山口 清子
子 内藤 八洲夫 蒔田 征哉 山田 郁実 関野 俊一 髙山 枝 髙橋 達郎
誠子 平山 服子
井 雅子

三枝 邦行

佐藤 輝美

畑佐 新次郎

槌屋 久美子

町山 由希

畑佐 健二郎
浅田 晃昌

前田 永子
五十嵐 みちよ 清水 一憲

石野 誠

行方 佑佳 高木 仁美 本澤 正和 岸田 綾子 白井 博史 高山 千枝子 佐久間 紀子 前澤 洋平 金野 マサ子 新村 久美 成島 小夜子
齋藤 寿子 柴 英樹 鈴木 淳 鈴木 登洋 市田 智 中野 律子 春山 友子 畑佐 淳子 布施 希美 西迫 樹彦 小室 志野 藤井 百香
栗原 弘幸 牧野 賴彦 若菜 さゆり 鈴木 哉子 鈴木 俊枝 横本 裕子 蜂谷 良規
保護司の部 篠崎 敏子 中村 美奈子 竹内 敦 遠藤 秀隆 三橋 裕 髙橋 武
社会福祉活動従事・協力者の部
高嶋 和子 中澤 雪子
金子 幸允 大槻 勝三
愛称の部
田 まゆみ

藤岡 映枝

皆川 裕子
高橋 孝子

𡈽屋 百合子

永島 千鶴子

鈴木 節子

髙梨 千代子

小森谷 定男 近藤 八重子 阿久津 智恵子 中前 達子
福嶋 邦子 矢城 清子 小田土 政夫 西山 悠紀子 白鳥 定雄

〜会長感謝受賞者〜（順不同・敬称略）
協議会活動協力者の部 千葉市立蘇我小学校 千葉市立宮野木小学校
千葉市立千城台東小学校 千葉市立幕張南小学校 千葉市立稲浜小学校
寄付者の部 株式会社厨房センター ＮＥＸＵＳ株式会社 日蓮宗千葉県東部宗務所
五十嵐 治子 千葉県トラック協会千葉支部 石田 英夫（故人） 藤川 勇
〜特別表彰受賞者〜（順不同・敬称略）
株式会社ニチレイ 在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会

表彰式の様子
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平成24年度 福祉のまちづくり推進 福祉体験 標語・ポスター・作文コンクール
今 年で3 1 回目を迎えた、小・中 学 校 の 児 童・生 徒を対 象とし
た「 福 祉 のまちづくり推進

福祉体験 標語・ポスター・作文コ

ンクー ル 」で は 、市 内 の 小・中 学 校より9 3 5 点 の 応 募 が あり
（ 標 語 6 2 5 点 、ポスター8 2 点 、作 文 2 2 8 点 ）、優 秀な成 績を収
めた児 童・生 徒を表彰いたしました。

◆ 千葉市長賞 ◆
標語の部
仁戸名小
稲毛中

４年
２年

峰㟁 雅也
針木 優卯

大巌寺小
川戸中

５年
２年

大塚 桃杏
日野 水樹

都賀小
稲毛中

３年
２年

安達 凪
浅里 広海

ポスターの部
作文の部

ポスターの部
千葉市社会福祉協議会長賞受賞作品

◆ 千葉市教育長賞 ◆
標語の部
寒川小

６年

松岡 結菜

花園小
千草台中

３年
３年

谷口 真尋
矢尾板 亜呼

ポスターの部
作文の部

都賀の台小５年

原 愛美

土気南中２年

作文の部
千葉市社会福祉協議会長賞受賞作品

福祉の町づくりへの一歩

泉谷小６年

小田 晴香

私は、
自治会のボランティア活動で、
公園の清掃を行
ったことがあります。この公園には、
ゴミ箱がありませ
ん。そして、
あまりきれいではありませんでした。たばこ
のすいがら、
缶ゴミなどたくさんゴミが落ちていまし
た。たしかに、
ゴミ箱がないのは、
不便かもしれません。
しかし、
公園はみんなのいこいの場であり、
小さい子供
も遊んでいます。子供たちが安全に遊べないかもしれ
ないと私は考えながら、
ゴミを拾いました。
ゴミを拾い終わると、
公園は、
みちがえるほどきれい
になりました。私は、
とても気持ちがよくなりました。こ
の活動に参加した方々も同じようなことを思ったので
はないかと私は考えます。きれいになった公園は、
あま
りきたなくなくなりました。私が思うに、
きれいな公園
は、
使いやすく、
またよごしたくないと思うのではない
でしょうか。
私は、
人が汚す物は、
人がきれいにするのだなと思い
ます。そして、
一人でも多くの人が、
汚す側からきれい
にする側に移ってほしいと私は考えます。
これが、
みんなが笑顔になる社会、
福祉のまちづくり
につながる一歩になるのではないでしょうか。

海老原 迅

福祉のまちづくり

みつわ台南小 ４年
都賀中
３年

都賀中３年

森 愛莉
見形 菫

加藤

蘭

昨年私は学校で、
地域の方々に学ぶ講座の中で福祉体験をしま
した。
まず講師の方に、
高齢者や障害者福祉について説明してもら
った後、
実際に車椅子に乗って、
高齢者や障害者の大変さを体感し
ました。初めて車椅子に乗ってみて感じたことは、
小さな段差がある
だけでも進行の妨げとなるということです。さらに緩い坂道を上る
のにもかなり力が必要でぐっと腕やお腹に力を込めて上りました。
目を隠して歩くブラインドウォークの体験では、
誘導してもらわない
とどちらに進めばいいのか分からず、
一人では怖くて絶対に歩けな
いと思いました。
この体験を通して、
高齢者や障害者も暮らしやすい福祉のまちづ
くりが大切であることが分かりました。
よくバリアフリーという言葉を耳にしますが、
私の身の回りをよく
観察すると、
障害者や高齢者に便利で使いやすい様々なものが増
えています。例えば、
目の不自由な人がシャンプーとリンスを間違え
ないように、
シャンプーの容器の表面には突起が付いています。ま
た、
洗濯機のボタンにはすべて点字が付いていて、
目の不自由な人
も洗濯機を使うことができます。さらに私の家のすぐ近くにあるモ
ノレールの駅には、
以前は階段しかありませんでしたが、
数年前にエ
レベーターが造られました。車椅子に乗っている人、
杖をついている
人、
足を怪我している人などの役に立っていると思います。
そもそも福祉とは、
すべての人が幸せに生きられるようにするこ
とです。その福祉の実現のために、
点字ブロックの上に自転車を止
めないことやバスや電車の中で、
お年寄りに席を譲ることは、
誰にで
もできると思います。一人ひとりの心づかいこそが福祉のまちづくり
の上で重要なことであると思いました。

※作文は原文をそのまま掲載しています。
※標語の部、
本会会長賞受賞者、
受賞作品は表紙に掲載しています。
（受賞者名はすべて 順不同・敬称略）
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Close up 地区部会

地区部会活動の現場を訪問。その取組みや活動の様子をレポート

地域住民のきずなを深めるおゆみ野

〜おゆみ野地区部会〜

〜おゆみ野地区部会の概要〜
おゆみ野地区部会は平成15年に設立し、
今年10周年を迎えます。おゆみ野地区部会の対象地域
はJR鎌取駅南側のおゆみ野、
おゆみ野有吉、
おゆみ野中央、
おゆみ野南です。
対象地域の人口は約47,000人（約17,000世帯）、
高齢化率が8.9％とまだまだ若い地域です。主
な事業としては、
ふれあい・いきいきサロン（毎回70名以上が参加）、
子育てサロン、
障がい児者の
方々との交流事業、
広報誌の発行、
清掃活動、
地域行事へのお手伝いなどがあり、
様々な事業に活発
に取り組んでいます。その中でも特徴のある活動として「障がい者福祉委員会」と「こども家庭福祉
委員会」を紹介します。

〜障がい者福祉委員会の活動〜
障がい者福祉委員会は9名で活動しています。毎年「お楽しみ会」と称
して夏と冬の年2回、
障がい者、
障がい児と保護者の交流の場を提供し
ています。夏には鎌取コミュニティセンターの円形広場で流しそうめんと
スイカ割りを開催しています。今年で4回目となり、
ボランティアも加わり
120名の参加がありました。夏の風物詩となっています。参加者からは、
「流しそうめんは、
家庭では出来ないので、
子どもは夢中になって流れて
くるそうめんをすくっていた。親子ともども楽しめた。」
「色々な方に会え
て嬉しい」
「今年もこの日を楽しみにしていた」などの声が聞けました。
また年3回、
障がい児の保護者同士の交流の場として「おしゃべり会」
を開催しています。
「おしゃべり会」は日頃の困ったことや楽しかったこと
など、
なんでも気軽に情報交換できる雰囲気づくりを大事に開催してい
ます。さらに地元小中学校の特別支援学級に挨拶まわりをしてニーズ調

お楽しみ会

上段：流しそうめん風景
下段：スイカ割り風景

査や学校との連携にも力を入れています。

〜こども家庭福祉委員会の活動〜
こども家庭福祉委員会は１０名で活動しています。主な活動として今年で７年目になる子育てサロ
ンがあります。年６回、おゆみ野公民館と鎌取コミュニティセンターで開催しています。毎回多くの
参加者が集まるため、公民館では１階全室貸し切りで開催しています。おゆみ野地区は未就学児が
多い地域でもあるので毎回参加者は５０組以上、しかも口コミ効果もあってか、ますます増加傾向
にあります。内容は絵本の読み聞かせやわらべ歌の紹介、
身長・体重測定、ときには保健福祉センター保健師を招
いての相談の場も提供しています。サロンの他には、臨
床心理士を招いて、地域で子育て支援に携わる関係者を
集めての勉強会や講演会も企画・実施しています。この
ように、サロンに参加する子供たちのみならず母親にも
寄り添い支援できる委員会として成長を続けています。
子育てサロン開催風景
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ご家庭に眠っている食品大募集！フードドライブ（余剰食品の回収）を開催します。
この度『フードバンクちば』では地域の諸団体のご協力のもとフードドライブ（食品の回収）を開催します。ご家庭で余っ
ている食品、不要な食品等があればぜひご寄贈ください。フードドライブでいただいた食品は、主に福祉施設や地域で困
窮する個人の方の支援に活用させていただきますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
2013 年 1 月 15 日（火）〜 2 月 28 日（木）
（土、日、祝日は除く）
受付時間：9:00 〜 17:00
●フードバンクちば事務所（千葉市稲毛区緑町 1-25-11-101）
●千葉市社会福祉協議会（千葉市中央区千葉寺町 1208-2）
●千葉市社会福祉協議会各区事務所（千葉市各区保健福祉センター内）
●（社）千葉県労働者福祉協議会（千葉市中央区千葉港 4-4）
●NPO 法人カフェ・バルコニーの家（千葉市美浜区磯辺 3-5-7）他

実施日時

回収場所

※送付する場合『フードバンクちば』へお送りください。
送付先：フードバンクちば 〒263-0023 千葉市稲毛区緑町 1-25-11-101
※送料は自己負担でお願いします。
常温で保存可能で、賞味期限が 1 ヶ月以上あるもの

ご寄付
いただきたい
食 品

主
共

例 お米、パスタ 、乾物（のり・豆など）、保存食品（缶詰、瓶詰等）、フリーズドライ食品 、インスタント食品、
レトルト食品 、ギフトパック（贈答品の余剰等）、調味料各種、食用油 、飲料（ジュース、コーヒー、紅茶等）など

催
催

フードバンクちば
千葉市社会福祉協議会
フードバンクちば TEL : 043-375-6804 FAX : 043-242-8900
Email : fbchiba@jigyoudan.com HP : http://foodbank-chiba.com/

問合せ先

※ご寄付や協賛金のお願い 〜ご協力には下記郵便振替口座をご利用下さい〜
口座名義 ：フードバンクちば 口座番号 ： 00150-2-652117

FAX番号
変更の
お知らせ

下記３回線が変更になります。
（1 月 7 日（月）19：００から切り替え工事を実施します）
【変更日時】平成２５年１月 8 日（火）
１ 代 表
０４３（２０９）８８６６ ⇒ ０４３（３１２）２４４２
２ 千葉市ボランティアセンター ０４３（２０９）８８５３ ⇒ ０４３（３１２）２８８６
３ 千葉市社会福祉研修センター ０４３（２０９）８８４３ ⇒ ０４３（３１２）２９４３

ご寄付のお礼

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成24年9月〜平成24年10月

順不同・敬称略

【社会福祉事業資金】
木之本静枝 田中幸雄 生浜公民館設置募金箱 株式会社いなげや千葉桜木店 全国大陶器市振興組合
株式会社ヤオコー学園前店 千葉県ヤクルト販売株式会社 リサイクルセール・キャベツの会
千葉工業同窓会ゴルフ同好会 フレスポ稲毛テナント会 ゆたかストアー設置募金箱 匿名（2件）

【交通遺児基金】そごう・西武労働組合千葉支部
【ボランティア基金】五十嵐治子(2回)
【物品】ヤナセ労働組合

第104地区民児協

藤川勇(2回)

VEGA

匿名
ヤナセ労働組合様

賛助会員のご紹介 ご支援・ご協力ありがとうございました。
平成24年8月〜平成24年10月

順不同・敬称略

社会福祉法人房総双葉学園 特別養護老人ホーム中野園 社会福祉法人双樹会 高部吉康 オサム企画 高橋國雄 作新台自治会 須郷工務店
貴船山正善院 榊原行夫 石山医院 千秋正家 瓜生澄江 山澤都紫子 唱題寺 佐藤正弘 米元商事 ローソン千葉作草部店 渡辺トシ
松島伸子 瀬谷工業 ３０１地区民生委員児童委員協議会 清水精子 小林一夫 エルピザの里 （有）ティーアイメディカルオフィスみやのぎディサービス

特別会員へのご加入も多数いただきました。ご支援・ご協力ありがとうございました。

