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平成25年5月25日にフクダ電子スクエ
アで開催された「みんなでアートとスポー
ツ」に出店し、
皆さんにハーティちゃんの
プラ板作りを体験していただきました。

●Ｐ2
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●Ｐ4
●Ｐ5

集中しています。
（御成台、
千城台西・北地区部会）

スーパーショットに
皆さんの目も釘づけ！
（弥生地区部会）
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はーとふる千葉

赤い羽根共同募金運動がはじまります
期間

10月1日〜12月31日

厚生労働大臣の告示により、
今年も１０月１日から「赤い羽根 共同募金運動」が全国
一斉に始まります。昭和２２年から始まった共同募金運動は、
今年で６７回目となります。
お寄せいただいた募金のうち約６割は千葉市のために、
残りの約４割は県内の社会福祉
施設・団体への助成、
大規模災害のための積立金、
災害見舞金等として使われます。
みなさまのあたたかいご協力をお願いいたします。

平成25年度千葉市の目標額

51,520,000円

※千葉市の人口や世帯数などから、千葉県共同募金会が設定します。

募金の使いみち
みなさまからお寄せいただいた赤い羽根共同募金のうち約6割が千葉県共同募金会から千葉市
社会福祉協議会に助成され、地域でのきずなづくり、支え合い活動を中心に地域でのサロン活動や
見守り活動などへ重点的に使われます。
⑥ボランティア活動
育成費
17.4%

千葉市社協への助成 25,175,000円

①老人福祉活動費
5.9%

②障害児者
福祉活動費
4.3%

④母子・父子
福祉活動費
0.4%

平成25年度予算

①老人福祉活動費【1,478,000円】

●ふれあい食事サービス ●敬老会祝い金

②障害児者福祉活動費【1,072,000円】

⑤福祉育成・援助活動費
66.6%

●障害者福祉団体への運営補助金

③児童・青少年福祉活動費【1,369,000円】
●民間保育園への事業補助金

④母子・父子福祉活動費【110,000円】

ふれあい・
いきいきサロン

●母子福祉団体への運営補助金

⑤福祉育成・援助活動費【16,771,000円】

●小地域福祉活動（ふれあい・いきいきサロン、
ふれあい・子育てサロン、
ふれあい・散歩クラブ）
●見守り活動 ●心配ごと相談所運営 ●マス
コットキャラクターを用いたPR活動など

ふれあい・
子育てサロン

⑥ボランティア活動育成費【4,375,000円】

●ボランティアセンター運営事業 ●災害時にお
けるボランティア体制整備

12月1日からは歳末たすけあい募金も始まります。 期間 12月1日〜 12月31日

問い合わせ先

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

2

③児童・青少年
福祉活動費
5.4%

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

クローズアップ地区部会

稲毛区に新たな地区部会が誕生！ 〜弥生地区部会〜
平成25年4月、
千葉市では66番目、
稲毛区においては12番目となる〝弥生地区部会〟が誕生しました。
弥生地区部会は、
稲毛区弥生町及び黒砂台3丁目の一部が対象地域です。稲毛区の南部に位置し、
ＪＲ
西千葉駅、
京成線みどり台駅から徒歩圏内の住宅地となっており、
千葉大学に隣接していることも特徴の
一つです。弥生町自治会、
弥生県営住宅弥生会、
東京大学西千葉宿舎自治会の3町内自治会で構成され、
総世帯数は約500世帯、
他の地区部会と比較すると、
非常に小さな規模の地区部会です。

〜設立の経緯〜

弥生地区部会の対象地域は、
平成23年度まで中央区の松
波地区部会に属していましたが、
当該地域のみが稲毛区域と
なっていることや、
高齢化に伴う活動拠点（松波公民館）まで
の距離や移動の負担等の問題が生じていたことから、
分割独
立の意向を松波地区部会へ申し出ました。部会長からは慰留
のお言葉や稲毛区の既存地区部会への編入等を勧めていた
だきましたが、
今後は弥生町及び黒砂台3丁目の一部を対象
に「その地域でできる活動」をしていくこととしました。平成
24年8月、
設立準備会を立ちあげ、
会則制定、
事業計画、
予算
編成等、
幾度の協議を重ね、
平成25年3月10日、
設立総会を
開催、
同年４月１日に発足となりました。

〜現在の活動〜

2番ホールご注目！さて入るか…

松波地区部会寄贈〝のぼり旗〟設立総会で初披露

さて、
生まれたばかりの弥生地区部会ですが、
グラウンド
ゴルフ終了後に茶話会を行うふれあい・いきいきサロン（年
9回）とふれあい・散歩クラブ（年10回）を2本柱として、
元気
いっぱいに活動しています。グラウンドゴルフでは常に笑顔が
絶えず、
真剣勝負の白熱したプレーが続出する中で、
参加者
同士が声をかけあうといった大変良い雰囲気で行われてい
ます。
一方の散歩クラブも「ただ歩くだけではつまらない！」と
いう企画者の意向で、
定番のコースに加え、
時には〝ミステ
リーコース〟を設定、
意外性のある企画が参加者を楽しませ、
和ませるとともに健康の維持にもつながっているようです。

〜これから・
・
・〜

「最初こそ細々とした活動かもしれませんが、
やれることを
ひとつずつやっていきたい。小さな積み重ねが、
この地域に
住む皆さんにとっての福祉推進の一助となれば、
こんなに
嬉しいことはありません。」と部会長は話されています。
見渡せるほどの小さな地域の中に誕生した弥生地区部会。
小地域ならではの利点を活かし、
住民の皆さんにとって身近
な活動が末永く続いていくことを願いつつ、
〝いざ始動〟です。

皆で歩いて気分爽快！
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クローズアップ地区部会

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

「〜ひろげよう 福祉の輪〜地域福祉を一歩前進させよう」を合言葉に
〜御成台、千城台西・北地区部会〜

〜地区部会の概要〜

いつまでも元気に！！

今年、
設立20周年を迎えた「御成台、
千城台西・北地区部会」
は、
平成５年度に、
千城台地区部会が２つに分離分割された
ことにより発足しました。
活動エリアは御成台、
千城台西、
千城台北、
下田町の一部
で、
町内自治会数は15自治会、
4,523世帯、
人口10,127名。
高齢化率は31.2％と超高齢社会を迎えている地域ですが、
一方で、
高齢化率が20％に満たない新興住宅街も含まれてい
ます。
主な事業は、
ふれあい・いきいきサロン、
ふれあい食事サー
ビス、
福祉講座、
親子料理教室、
夏休み子ども工作教室、
収集
ボランティア、
車椅子の貸出等です。
また、
独自の募金箱をスー
パーや公民館等に設置し、
自主財源の確保に努めています。

〜地域の子ども達とともに〜

平成20年度より
「地域福祉フォーラム設置支援事業」
として、
さまざまな事業を開始しましたが、
その１つが千城台北小学校、
千城台西小学校の子ども達と、
地域の高齢者の皆さんとの
「ふれあい給食会」です。
千城台北小学校では３年生、
千城台西小学校では１〜３年
生と地域の高齢者の皆さんが楽しい時間を過ごしています。
今年も去る７月10日に千城台北小学校で開催されました。
体育館で参加者全員の自己紹介のあと、
子どもと高齢者の
皆さんが、
小さな班に分かれ、
班対抗の紙飛行機競争！どの
班が一番遠くまで飛ばすことができるか、
知恵を出し合い、
いざ！真剣勝負！！
飛行機を作成し、
飛距離を競いました。
「飛べ〜！行けぇ〜！」と熱い声援が飛び交いました。その
後、
昔遊び、
いろはカルタなどで楽しんだあと、
おしゃべりを
楽しみながら、
一緒に給食を食べました。
参加の高齢者の皆さんからは、
「子ども達のパワーをもらっ
て帰ります」
「街中で声をかけてもらえてうれしい」。子ども達
は、
お年寄りの知恵や優しさにふれると同時に、
自分たちの
街のためにボランティアさん（地区部会スタッフ）が活動して
いることを知る、
そんな充実した時間と空間を提供してい
ます。千城台西小学校は10月に開催の予定です。
笑顔が広がる体育館

〜ひろげよう福祉の輪〜

御成台、
千城台西・北地区部会では、
「〜ひろげよう 福祉の輪〜地域福祉を一歩前進させよう」を活動
テーマに掲げ、
地域住民の声を活かし、
誰にでも優しい地域づくりを目指しています。今後、
子育て中の
お母さん達を支援する「子育てサロン」や、
高齢者の日常生活を支援する「たすけあい事業」の検討を
進めています。
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情報ぷらっとほーむ

参加者募集 東日本大震災被災地支援ボランティア 「ボランティアバスCHIBA・GO！」
千葉市社会福祉協議会では、
東日本大震災による被災地にバスで行き、
現地で支援活動を行う「ボランティアバス」の参加者を募集します。
日
程 ［第1回］11月1日（金）〜3日（祝） ［第2回］11月2日（土）〜4日（振替休日） （各回とも車中1泊、
宿泊施設1泊）。
活 動 内 容 宮城県南三陸町で、
がれきの片付けなどのボランティア活動を行います。
対
象 千葉市在住・在勤・在学の、
18歳以上心身ともに健康な方で、
現地災害ボランティアセンター及び主催者の指示に基づいて行動
できる方（高校生不可）。要件など詳しくは、
お問い合わせください。
定
員 各回30人（応募多数の場合は抽選）。
参 加 費 9,000円（施設利用料、
旅行傷害保険料、
食事代など）。
申 込 方 法 10月1日
（火）必着。申込書（千葉市社会福祉協議会、
各区事務所で配布。ホームページ
【下記】
からも印刷できます）に必要事項を明記して、
直接またはFAX、
Eメールで、
千葉
市ボランティアセンターへ申し込み。
注
意 ●参加者は、
10月18日（金）19:00、
19日（土）10:00から千葉市ボランティアセンター
で行う事前説明会への参加（いずれか1日）と、
ボランティア保険の加入が必要です
（保険料別途）。
●現地の状況により予定や内容は変更となる場合があります。
問 い 合 わ せ 同センター（中央区千葉寺町ハーモニープラザ内：日曜日、
月曜日、
祝日休館）。
※写真は昨年度の活動風景です。
TEL：043-209-8850 FAX：043-312-2886 E-mail：cvc@chiba-shakyo.com
ホームページ http://www.chiba-shakyo.com/vc/

＊各種ボランティア講座のご案内＊

※問い合わせ 各区ボランティアセンターにTELまたはFAXで
「シニアのための傾聴ボランティア
講座」
傾聴に関する講義、
ロールプレイ
講義 10月9日・16日・23日・30日
（水）10:00〜
12:00 全4回
会場 花見川区ボランティアセンター（花見川
保健福祉センター3階）
対象 市内在住・在勤の55歳以上（平成25年
10月9日現在）の方
定員 30人（先着順、
初めての方優先）
申込 9月2日（月）から電話で
TEL：043-275-6438
FAX：043-299-1274

「パパ・ママのための
赤十字救急法スクール」

「傾聴スキルアップ講座」

11月11日・18日
（月）13:30〜15:30、
25日
（月）
13:30〜16:00 全3回
傾聴に関するロールプレイ実習など
会場 中央区ボランティアセンター
（きぼーる11階）
対象 傾聴に関する、
講座の受講経験または
ボランティア活動の経験のある方
定員 20人（先着順）
申込 10月15日（火）から電話で
TEL：043-221-2177
FAX：043-221-6077

子どもに起こりやすい事故の予防や手当てなど
について学びます。
時間 10:00〜12:00
会場 各区の保健福祉センター大会議室
対象 開催区在住で乳幼児を持つ保護者
定員 20人（先着順）
※中央区・若葉区は30人
費用 1人100円（保険料として）
その他 動きやすい服装で 託児あり
申込先 電話で、開催区の赤十字奉仕団事務
局へ
問い合わせ 同事務局にTELまたはFAXで

＊中央区＊

「シニアのための傾聴ボランティア
養成講座」

傾聴に関する講義、
ロールプレイ、
体験実習
講義 11月8日・15日・22日・29日（金）
13:30〜15:30、
稲毛区ボランティアセンター
（稲毛保健福祉センター3階）
体験実習 12月1日
（日）〜15日
（日）のうち1日
（時間は実習先による）、
稲毛区内の
社会福祉施設で 全5回
対象 市内在住・在勤の55歳以上の方
定員 30人（先着順、
初めての方優先）
申込 10月1日（火）から電話で
TEL：043-284-6160
FAX：043-290-8318

「シニアのための傾聴ボランティア
講座」
傾聴に関する講義、
ロールプレイ
11月20日・27日・12月4日・11日（水）13:30〜
15:30 全4回
会場 若葉区ボランティアセンター（若葉保健
福祉センター3階）
対象 市内在住・在勤の55歳以上（平成25年
11月20日現在）の方
定員 30人（先着順、
初めての方優先）
申込 10月15日(火)から電話で
TEL：043-233-8181
FAX：043-233-8171

「手話講座 初中級」

手話講座の入門修了者または同程度の方を
対象に簡単な手話技術を学びます。
講義及び実技 10月9日・16日・30日(水)10:00〜12:00
ワークホームの見学 11月6日(水)10:00〜
12:00 全4回
会場 稲毛区ボランティアセンター（稲毛保健
福祉センター3階）
対象 入門講座修了（あいさつ、
自己紹介がで
きる）程度の方
定員 20人（先着順）
申込 9月2日（月）から電話で
TEL：043-284-6160
FAX：043-290-8318

ボランティアセミナー
「Let s Enjoy★レクリエーション」

子どもとのコミュニケーションのとり方のコツ
やどこでも使えるレクリエーションについて、
体験を通して楽しく学びます。
日時 11月15日・22日・29日（金）10:00〜12:00
全3回
会場 緑区ボランティアセンター（緑保健福祉
センター2階）
定員 20人（先着順）
申込 10月15日(火)から電話で
TEL：043-292-8185
FAX：043-293-8284

日時 10月26日（土）
申込 10月1日（火）9:00から電話で
TEL：043-221-2177
FAX：043-221-6077

＊花見川区＊

日時 10月5日（土）
申込 9月2日(月)9:00から電話で
TEL：043-275-6438
FAX：043-299-1274

＊稲毛区＊

日時 12月7日（土）
申込 11月1日（金）9:00から電話で
TEL：043-284-6160
FAX：043-290-8318

＊若葉区＊

日時 10月18日（金）
申込 10月1日（火）9:00から10月11日（金）
まで
電話で
TEL：043-233-8181
FAX：043-233-8171

＊緑区＊

日時 9月27日（金）
申込 9月2日(月)9:00から電話で
TEL：043-292-8185
FAX：043-293-8284
※美浜区は9月9日に終了いたしました。

※以上の募集内容は、
いずれも「ちば市政だより」でもすでにご案内をさせていただいているか、
あるいはこれからご案内する予定のものです。
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エコキャップ運動が表彰されました！
ペットボトルのキャップを集めて売却し、
その売却益で世界の子どもたちにポリオなどのワク
チンを届けようというボランティア活動があります。キャップは捨ててしまえばただのごみです
が、
リサイクルすれば、
CO2の発生を抑え地球温暖化を防止するとともに、
世界の子どもたちの
命を救うことができます。
本会では、
千葉市と共同で、
平成21年10月1日から、
各区役所・保健福祉センター、
千葉市
役所・中央コミュニティセンター、
千葉市ハーモニープラザにキャップの回収箱を設置し、
エコ
キャップ収集ボランティア活動の支援に取り組んでまいりました。市民の皆様からお寄せいただ
いたエコキャップの実績は、
平成25年7月25日現在で累計約105t（4千万個以上）、
ポリオワク
チン52,315人分になりました。
この実績に対し、
去る平成25年6月1日（土）に横浜メディアビジネスセンタープラザにて行わ
れた「2013 エコキャップ運動 感謝のつどい＆表彰式」において、
NPO法人エコキャップ推進協会
よりエコキャップ特別功労賞をいただきましたのでご報告いたします。これは多くの市民の皆様
が、
キャップの収集に協力して下さった成果に対するものであり、
皆様を代表して本会が受賞
させていただいたものと役職員一同感謝の念を新たにしています。今後とも皆様とともに活動
を積み重ねていく所存ですので、
引き続きよろしくお願いいたします。

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25年５月〜平成25年７月

順不同・敬称略

【社会福祉事業資金】
リサイクルセール・キャベツの会 フィオーレムジカ 本門佛立宗唱題寺 千葉工業同窓会ゴルフ同好会 フレスポ稲毛テナント会
ハーベストガーデン千葉みなと店・フリーマーケット楽市楽座 （株）いなげや千葉桜木店 （株）ニチレイ NEXUS（株）
（株）ナリタヤ花見川店設置募金箱 葛城公民館設置募金箱 美浜いきいきプラザ設置募金箱 匿名（3件）
【交通遺児基金】
木之本静枝 そごう・西武労働組合千葉支部
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

藤川勇

【物品】
大木浩司 堀川孝輔
千葉県トラック協会千葉支部
（株）厨房センター （株）マルハン千葉北店
フジモトHD（株）

賛助会員のご紹介

千葉県トラック協会
千葉支部様

（株）厨房センター様

フジモトHD（株）

NEXUS（株）様

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成2５年５月〜平成25年７月

順不同・敬称略

森 芙美子 都町中央自治会 旭ヶ丘母子ホーム 医療法人社団 誠馨会 総泉病院 特定非営利活動法人 介護サービス
みやのぎデイサービス グループホーム 羽衣 小規模多機能型居宅介護 うめの香 特別養護老人ホーム 更科ホーム
特別養護老人ホーム ケアハウス いずみ苑 特別養護老人ホーム 清和園 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野
高徳会 ソレイユ千葉北 社会福祉法人 孝明会 昌晴園 社会福祉法人 徳和会 社会福祉法人 パルネット
社会福祉法人 つどい あやめ 社会福祉法人 宝寿会 障害者支援施設 若葉泉の里 社会福祉法人 友和会
社会福祉法人 うぐいす会 稲毛グループホーム 社会福祉法人 父の樹会 社会福祉法人 三育ライフ シャローム若葉
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。
※お詫びと訂正 前号（№82）にて掲載させていただいた平成25年2月〜4月の「賛助会員のご紹介」で、
「 ㈱オーケー工学」様並びに
「（株）鈴木工業所」様とご紹介しましたが、
正しくは「（株）オーケー光学」様並びに「（有）鈴木工業所」様でした。お詫びして訂正いたします。

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、
ご相談ください。
お問い合わせ先

TEL：０４３-２０９-８８８４ FAX：０４３-３１２-２４４２
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。

社会福祉
法
人

千葉市中央区千葉寺町1208-2（千葉市ハーモニープラザ内）
千葉市社会福祉協議会 〒260-0844
TEL 043-209-0844 http://www.chiba-shakyo.com/

