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〈街頭募金の風景〜新宿小学校児童の皆さん〜〉
「ご協力ありがとうございます！」
「御苦労さま、大切に使ってね」
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はーとふる千葉

「共同募金」へのご協力ありがとうございました
―実績報告―

【千葉市支会取扱】
平成２４年度募金実績額

赤い羽根募金
（一般募金）

募 金 内 訳

戸別募金（町内自治会を通じた各世帯からの協力）
街頭募金（街を行く方々からの協力）
法人募金（企業・商店からの協力）
学校募金（児童・生徒・学生からの協力）
職域募金（従業員・職員からの協力）
イベント募金（イベントに集まる方々からの協力）
個人募金（個人の方による協力）
その他の募金（各種団体などからの協力）
合

計

歳末たすけあい募金

24,576,419円
586,550円
744,000円
1,700,525円
1,080,390円
103,630円
1,940円
2,599,769円

8,576,597円
561,010円
10,000円
33,055円
385,774円
8,870円
1,060円
25,409円

31,393,223円

9,601,775円

※平成24年度に集められた募金の約7割が、平成25年度に千葉市社会福祉協議会に助成され、下記のとおり使われる予定です。

―募金活動風景―
街頭募金
明聖高等学校

イベント募金
淑徳大学

千葉市動物公園にて

多くの小学生や学生さん等にご協力いただき、街頭募金を
積極的に実施しました。

千葉ポートタワーにて

千葉市社会福祉協議会と協力し、社協マスコットキャラクター
「ハーティちゃん」
と職員がイベント募金に取り組みました。

―募金の主な使いみち―
赤い羽根募金（一般募金）

歳末たすけあい募金

●高齢者や子育て中の親子を対象としたふれあい・いきいき
サロンや子育てサロン等を実施する地区部会への助成
●在宅高齢者を対象としたふれあい食事サービスを実施する
地区部会への助成
●民間保育園が実施する事業への助成（遠足や運動会など）
●市内障害児・者施設への運営費助成
●ボランティアセンターの運営、
ボランティアの育成

●福祉施設、団体の歳末行事（クリスマス会や新
年会）等への助成
●在宅の重度心身障害児へ歳末慰問金を支給
●地域の見守り活動等を実施する地区部会への
助成

―助成を受けた事業の様子―
山王地区部会

明和輝保育園

ふれあい・いきいきサロン

問い合わせ先

千葉市重症心身障害児（者）を守る会

社会見学

クリスマス会

千葉県共同募金会千葉市支会（千葉市社会福祉協議会内）
ＴＥＬ ０４３
（２０９）
８８６８ ＦＡＸ ０４３
（３１２）
２４４２
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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

学校とつくる未来の街

〜打瀬地区部会〜

小学校の体育館に子どもたちの明るい笑い声が響きます。夢中になっているのは、
こま回し。慣れない手つきで
こまにひもを巻きつける子どもたちをにこにこと見守りながら、
「ここにひっかけるんだよ」
と教えているのは、同じ
地域の「名人」
たちです。子どもたちは一層目を輝かせます。打瀬地区部会ボランティア委員会の呼びかけにより、
各小学校で例年実施されている
「昔遊び」授業の一コマです。
打瀬地区部会は、平成19年10月、美浜区打瀬にある幕張ベイタウ
ンを活動エリアとして誕生しました。幕張ベイタウンは、千葉県企業庁
等により開発され、現在では人口約2万4千人、約8千世帯の街です。
美浜区内の他の地域に比べると、若い子育て世帯が多いという特徴が
あります。
打瀬地区部会では、子育てサロンや高齢者向けいきいきサロン、散
歩クラブの他、障害のある方の家族の皆さんとの茶話会など、地域の
様々なふれあいの場を作ってきました。
さらに、地区内の小学校や中
昔遊びの名人を前にわくわく

学校と連携した取り組みにも力を入れています。

〜小学校での昔遊びと餅つき大会〜
冒頭で紹介した
「昔遊び」
は、小学1年生の生活科の授業で実施されました。
打瀬地区にある3つの小学校で、
ボランティア委員会が呼びかけた地区のお年
寄りが子どもたちに昔遊びを教えます。
こま回し、
けん玉、紙飛行機、竹トンボ、
ブ
ンブンゴマ、
あやとり、
ゴムとび、羽根つき、
カルタ、
お手玉…大人たちには懐か
しい遊びが、子どもにとっては初めての「新鮮な遊び」のようで、
みんな熱中して
あっという間に時間が過ぎていきます。
美浜打瀬小学校では、毎年餅つき大会が行われています。地区部会の有志が
お母さん方の協力も得て、杵と臼で子どもたちと一緒に餅をつき、
もち米が次

「よいしょ〜！」の掛け声で杵をおろします

第に丸いお餅に姿を変えていく様子を興味津々で見守りました。
昔遊びも餅つきも、街なかの子どもたちが出会う機会が少なくなった体験です。学校と地区部会の連携により、
子どもたちに豊かな学びの機会が提供されています。

〜中学校EX（エキサイティング）講座〜
打瀬中学校では、毎年「エキサイティング講座」
という授業が行われます。
この
授業の特徴は、地域のいろいろな経験者が
「教師」
になることです。
環境やエネルギー問題、留学生との交流など、16の講座があり、
それぞれ地
域で活動している方が実際の様子を教え、生徒自身が興味のある講座を選択し
参加します。打瀬地区部会も、
「手話」
や
「お年寄りと話そう」
など6つの福祉分野
の講座を受け持ちました。講座終了後は発表会も行われ、生徒たち自身が学習
の成果を発表しました。

手話について発表

〜子どもたちも地域を支える一員に〜
これらの活動への想いについて、
打瀬地区部会の伊藤正昭部会長は
「お年寄りには生徒と触れ合う楽しみを味
わってもらいたいし、
生徒には多様なその経験をこれからの成長に役立てて欲しい」
と語ります。
幼い頃から自然と様々な世代や立場の地域住民とふれ合い、
自分の住んでいる地域を知り、
その一員であるこ
とを実感して育ち、
いずれは地域を支える力に。
子どもたちの豊かな成長を、
学校と地域が連携して支えています。

3

Close up 地区部会

地域の見守り体制づくりに向けて準備中

〜川戸地区部会〜

中央区では、平成23年度から平成26年度を計画期間とした「第２期中央区地域福祉計画」
が策定され、
「見守り体制を
つくる」
がどの地域でも優先的に取り組む必要のある共通の重点項目として位置付けられました。
それを受け、川戸地区部会では、約1年間かけて地域の各団体と協力した見守り体制づくりに向けて検討してきました。

〜となり近所の付き合いは十分にあると思っていたけれど〜
川戸地区部会の納元佐知子部会長は
「当初、川戸地区は昔からの地域のつながりや近所付き合いが深いとこ
ろなので、見守り体制づくりの必要性をそれほど感じていなかった」
と言います。川戸地区部会の活動エリアであ
る川戸中学校区は、人口約6,300人、約1,600世帯、高齢化率約26％の地域で、20年以上、30年以上と長く暮ら
している住民が多いという特徴があります。
しかし、地域内の各団体の代表と行った打ち合わせでは、
「一人暮らしの高齢者が増えている」
「近所付き合い
が希薄になってきたように感じる」
「地域活動に若い人の参加が少ない」
といった 最近、気になること が出されま
した。中央区が募集した
「みんなで創る中央区づくり」
に応募し、補助が決定したことも後押しとなり、川戸地区で
見守り体制づくりに向けた検討を始めることになりました。

〜地域の各団体が集まって検討− もれ のない対応を目指して〜
検討には、部会長の他、第21地区町内自治会連絡協議会（以下「地区連協」）の濱上賢一会長、第116地区民
生委員児童委員協議会（以下「地区民児協」）の中西貞子会長、中央区地域福祉計画推進協議会委員でもある池
田實副部会長が加わり、話し合いを重ねました。
まずは、
ニーズ把握と住民の意識調査を目的とした全世帯対象の「見守り・助け合い活動に関するアンケート
調査」
を実施し、同時に見守り協力者と希望者を募りました。
この結果、災害時の安否確認・避難支援に次いで、
日常的な安否確認や見守りの必要性を感じている住民が多いことがわかりました。
また、見守り活動に協力できる
という方が約200人、実際に見守りを希望する方が30人弱いました。
アンケートの実施や見守り希望者の把握にあたっては、
自治会未加入世帯の対応も課題の1つでしたが、地区
部会と地区連協、地区民児協の三者が実施主体となったことで、町内自治会加入世帯は自治会回覧、未加入世帯
は民生委員が分担し、もれ のない配布と情報収集を目指すことになりました。
その後、見守りは家の外からの目配り・気配りまたは実際に家に訪問する方法のうち、希望者との相談で決め
ること、概ね自治会ごとに、民生委員や地区部会役員がコーディネートを担当すること、定期的に情報交換・報告
会を実施すること、
など少しずつ具体的な内容がまとまっていきました。

〜自然にとなり近所がつながる地域へ向けて〜
平成25年2月17日には、
「見守り協力者研修会」
が開催され、
アンケートで手を挙げ
た見守り協力者やコーディネーター、町内自治会長など70人を超える方が参加しまし
た。講師に淑徳大学国際コミュニケーション学部准教授の小倉常明氏を迎え、地域で
の見守り活動の必要性や注意点について学んだ後に、川戸地区部会からアンケート
の結果や今後の見守り活動についての基本方針等の説明があり、
さらに自治会ごと

今後の見守り体制について
熱心に耳を傾ける参加者

に分かれて、
コーディネーターと見守り協力者の打ち合わせが行われました。
コーディネーターも兼ねる池田實副部会長は「参加者の皆さんから前向きな意見が
たくさん出て、協力的で非常に心強い。皆さんと一緒に頑張りたい」
と手応えを感じて
います。
打ち合わせで出された意見をもとに、最終的なルールづくりや見守り希望者との調
整などを経て、川戸地区の見守り活動が平成25年度から本格的に始まる予定です。
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コーディネーターと見守り協力者
の顔合わせ

情報ぷらっとほーむ

平成25年度 社会福祉セミナーのお知らせ
千葉市社会福祉研修センターでは、毎月数回、介護・医療・生活・栄養等をテーマにした市民
向けセミナーを開催しています。
第１回 「漢方に親しむ〜漢方薬の基礎知識〜」

今後も様々なテーマで開催予定となっております。
皆様のご参加をお待ちしています。

日

時 4/25（木）13：25 〜 15：00
千葉市社会福祉研修センター
会
場
（千葉市ハーモニープラザ2F）
定
員 50名
受 講 料 無料
電話かFAXで申し込み。FAXの場合、氏名・
応募方法 住所・電話番号・ＦＡＸ番号・年齢を記載。
定員になり次第締め切り

5 月

6 月

家庭介護技術入門
〜今日からあなたも考える介護者に〜
高齢者の住まいの現状と選び方
高齢者の身体機能について
〜老化を防ぐ運動レシピ〜
高齢者の身近な法律〜相続・遺言〜
高齢者と栄養管理
〜食事で生活習慣病予防〜（講義、調理実習）

お問合せ先 千葉市社会福祉研修センター
ＴＥＬ ０４３−２０９−８８４１ ＦＡＸ ０４３−３１２−２９４３

平成25年度新規採用 子どもルーム指導員・補助指導員募集!!
『子どもルーム』は、
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校低学年児童を対象に、
授業終了後や長期
休業期間中に生活及び遊びの場を提供することにより、
子どもたちの健全育成と保護者の子育てを支援する
事業です。

1 概要

平成25年度を雇用期間とした指導員及び補助指導員を新たに募集します。

2 資格要件

18歳以上65歳未満の方（高校生不可）

（1）指

導

員

（2）補 助 指 導 員

保育士、
幼稚園教諭、
小・中・高等学校教諭（教科不問）、
特別支援学校教諭または児童
指導員の有資格者
資格要件なし

3 勤務日及び勤務時間、勤務場所及び雇用条件
（1）勤

務

日 月曜日〜土曜日のうち指導員は週5日勤務、
補助指導員は週2〜3日勤務。
（日曜日・祝日・年末年始除く。）
（2）基 本 的 な ① 月曜日から金曜日（A) 12:30 〜18:30 （B) 11:30 〜19:00
勤 務 時 間 ② 土曜日
（A) 8:00 〜17:00 （B) 11:00 〜17:00
③ 平日短縮授業日 （A) 11:00 〜18:30 （B) 11:00 〜19:00
（A) 7:45 〜18:15 （B) 8:00 〜18:30 （C) 8:00 〜19:00
④ 振替休業日
⑤ 長期休業期間 （A) 7:45 〜18:15 （B) 8:00 〜18:30 （C) 11:30 〜19:00
（3）勤 務 場 所
（4）雇 用 条 件

千葉市内の子どもルームのいずれか
① 雇用期間
② 報 酬 等

雇用された日から平成26年3月31日まで
指 導 員／報酬月額146,000円

（別途、
交通費・賞与・時間外勤務手当・長休時手当支給、
社会保険完備）

補助指導員／時給960円（別途、交通費・時間外勤務手当支給）

4 受付期間

月曜日〜金曜日（祝日を除く）9:00〜17:00

5 受付場所

電話にて必要書類を確認後、
下記までご持参ください
社会福祉課児童育成係 千葉市中央区千葉寺町１２０８−２ハーモニープラザＣ棟３階
TEL０４３−２０９−６０５５
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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11月〜平成25年1月

順不同・敬称略

【社会福祉事業資金】
木之本静枝 品田弥 ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所ＪＦＥちばまつり実行委員会 十八会 葛城公民館設置募金箱 中央区事務所設置基金箱
社会福祉法人愛の園福祉会幕張海浜保育園 新宿公民館設置募金箱 千葉県ゲートボール連盟 千葉県生涯大学校京葉学園福祉課1年
千葉土建一般労働組合千葉支部 中央いきいきプラザ設置募金箱 椿森公民館設置募金箱 東京ガス幕張ビル 松ヶ丘公民館設置募金箱
三井ガーデンホテル千葉 緑いきいきプラザ設置募金箱 宮崎公民館設置募金箱 匿名（6件）

【交通遺児基金】第104地区民児協
【ボランティア基金】五十嵐治子
【物品】ＮＰＯ法人エンゼルランプ
美容ボランティアCHIBA

第105地区民児協

藤川勇

第112地区民児協

川戸公民館設置募金箱

千葉実年大学校歴史倶楽部
匿名（2件）

品田弥様

第115地区民児協

フードショップみやもと

第410地区民児協

森倉商店

ヤックス仁戸名店

匿名

東京電力労働組合千葉総支部

三井ガーデンホテル千葉様

美容ボランティアCHIBA様

東京電力労働組合
千葉総支部様

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11月〜平成25年1月

順不同・敬称略
田中清 協和クリーン（株） 木津孝子 西千葉稲荷奉賛会 小野寺産婦人科 立正安国会 榎本建築設計事務所 （医）柏戸病院
（有）なりたホテル 書星会 ダイハツ千葉販売（株） 岡﨑歯科医院 （有）新宿ラヂエーター研究所 鳥海事務所 （有）松崎建築事務所
（有）田原海事 相楽弘子 武井雅光 吉田裕子 マルシン興産株式会社Kマート店 秋元孝敏 伊藤節子 宇留間衛 草薙仁一郎 小野口寿一
長嶋洋二 ケアハウスはつらつ浜野 浜野長嶋内科 法人会生浜支部 宗教法人如意山本行寺 学校法人畠山学園はまの幼稚園 松原建設（株）
（有）宮崎興業 メディス千葉浜野 京王自動車工業（株） 関東ヂーゼル（株） JFE鋼板（株） 淑徳共生苑 重俊院小池義幸
中央労働金庫千葉県支部 （株）セレモ千葉駅北口ホール 全労済千葉県本部 梅乃園幼稚園 大木新一 鬼澤周次 （有）松丸物産 （有）藤清
第212地区民児協 （株）京葉エナジー 宮本スプリングスS.S （有）日本クオリティーセンター 東野福受商工（有） 学校法人千葉経済学園
学校法人千葉敬愛学園 山王病院 （株）
トーカイ 中村洋子 （有）千葉島屋 小林一夫 誉田商店会 マリンムラヤマ
（株）日本ネットワークサービス

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。

千葉市ハーモニープラザフェスタ

〜「福祉バザー」へのご協力、ありがとうございました〜
本会では、
昨年に引き続き、
１２月９日
（日）
に、
平成２４年度千葉市ハーモニープラザフェスタにおいて
「福祉バザー」
を開催しました。
当日、
約３００名の市民の皆様が入場され、
９６，
６６０円の売り上げがありました。
バザー物品は、
市民の皆様を始めとして、
千葉市職員、
本会賛助会員等の企業及び千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体の関係者のご協力をいただき、
家庭で未使用の日用雑貨品、
家電製品、
学用品等１，
０００点ほどの品物が集まり、
盛会に開催できましたこと、
皆様のお気持ちの表れであり、
深く感謝申し上げます。
なお、
この売上金は、
本会の社会福祉事業資金として、
地域福祉を推進するための貴重な事業資金として活用させていただきます。
今後とも、
本会の活動にご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

広告募集
の
お知らせ

「ちばし社協だより」では、広告を募集しています。
また、千葉市社会福祉協議会のホームページでは、バナー広告を募集しています。
詳しくは、総務課総務係まで、お問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 TEL０４３−２０９−８８８４ FAX０４３−３１２−２４４２
E-mail：info＠chiba-shakyo.com

「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、公共施設等に配架するなどの協力を得て、広く市民の方々にご愛読いただいています。

