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寒い中、
街頭に立つ児童、
生徒、
学生、
地区部会等団体の皆様の呼びかけで、
街を行く方々が立ち止まり共同募金に
ご協力くださいました。
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はーとふる千葉

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました
千葉市の地域福祉推進に役立てます!!
−平成25年度募金実績報告−

【千葉市支会取扱】

募金内訳

赤い羽根募金（一般募金） 歳末たすけあい募金

戸別募金（各家庭からの協力）

22,145,362円

8,890,180円

街頭募金（街を行く方々からの協力）

564,351円

689,790円

法人募金（企業・商店からの協力）

936,362円

378,000円

学校募金（児童・生徒・学生の方々からの協力）

1,772,203円

職域募金（従業員・職員の方々からの協力）

1,105,270円

535,001円

121,314円

98,979円

1,000円

2,500円

2,466,837円

37,917円

29,112,699円

10,632,367円

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（個人の方々からの協力）
その他の募金
（各種団体などからの協力）

合

計

−協力法人のご紹介−

ー

※募金の使いみちをご理解いただき、法人募金としてご寄付いただきました。

（一社）日本自動車販売協会連合会千葉県支部 (一社)鷹之台カンツリー倶楽部 （医）翠明会山王病院 （有）カンダ事務機
カネカ水産（株） （株）東横イン千葉みなと駅前 （株）千葉住宅サービス社 （株）マルサン （株）勉強堂 （株）千葉センシティ
（株） （株）共同テクノ （株）内藤商店 ＪＲ千葉鉄道サービス（株） 日本フェィウィック（株） フィデス（株）
かずさ總建（株） 伸和ピアノ
（株）千葉銀行「小さな親切」運動ちばぎん支部 アイシン電気工事（株） （株）セイコー電設 京葉管材（株） （株）ケンコー
（株）京葉銀行 （株）千葉共立 三立機械工業（株） （株）千葉ショッピングセンター （株）プラムシックス 岩田産業（株） 池田建設工業（株）
（株）ヒノックス 宮前建設（株） 千葉青果商業協同組合 協同組合千葉設備協会 千葉青果卸売協同組合
順不同・敬称略

−募金の使いみち−

※平成２５年度に集められた赤い羽根募金（一般募金）の約６割及び歳末たすけあい募
金の全額は、平成２６年度に千葉市社会福祉協議会を通して、下記事業等に使われる予
定です。赤い羽根募金（一般募金）の残りの４割は、千葉県内の社会福祉施設への助成や
大規模災害のための積立金等に使われる予定です。

歳末たすけあい募金

赤い羽根募金（一般募金）

●福祉施設、団体が実施する歳末行事への助成（クリスマス
会や新年会等）
●在宅の重度心身障害児の養育者への助成（慰問金の支給）
●地区部会が実施する事業への助成（ひとり暮らしの高齢者
が安心して地域で暮らせるよう、
日常的な見守りや声かけ
による安否確認等の見守り活動等）
など

●地区部会が実施する事業への助成（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、
在宅高齢者を対象としたふれあい食事サービス等）
●民間保育園が実施する事業への助成
（遠足や運動会等）
●市内障害児・者団体への助成（運営費の補助）
●ボランティアセンター運営への助成
など

−助成を受けた事業の様子−

ふれあい食事サービス

お問い合わせ先

千葉市手をつなぐ育成会

おゆみ野地区部会

土気地区部会

ふれあい・子育てサロン

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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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

地域ささえあいネットワーク「ささえあいまさご」〜真砂地区部会〜
今回は、
真砂地区部会の様々な活動の中から、
真砂地区の全
住民を対象とした助け合い、
見守り、
相談案内などの活動をして
いる地域住民によるささえあいの組織「ささえあいまさご」をご
紹介いたします。
真砂地区も昨今の少子高齢化の波には逆らえず、少子化が
進み、
小学校の統廃合が行われ、
一人暮らし高齢者が急速に増えて
きています。
自治会を設立しない集合住宅も多く、
自治会の設置されていると
ころでも、
役員の高齢化が進み自治会活動も縮小傾向にあります。
ささえあいまさご設立準備委員会の様子
一人暮らしでの不便さやいざという時への不安を訴える方も
おり、
実際に孤独死がこの地区にも発生するようになり、
地域住民による「見守り・助け合い」の必要性を
求める声が大きくなったことで、
真砂地区部会が主となり
「ささえあいまさご」が平成25年3月に設立され
ました。

〜「ささえあいまさご」の活動内容〜
ささえあいまさご」は主に、
枝木の剪定、
草取り、
買物代行、
病院付添い、
話し相手、
洗濯、
電球交換、
部屋・風呂掃除、
ごみ出し、
見守り、
子育て支援の活動をしています。依頼の内容は様々ですが、
その中
でも特に室内作業（トイレ・風呂・玄関・部屋の掃除）の依頼が多い傾向にあります。どの支援内容に
関しても独居高齢者からの依頼が多く、
今後も増加すると思われます。依頼内容は今後多岐にわたって
くることが予想されるため、
それらに対して定期的に活動ができ、
また、
今まで以上に柔軟に対応できる
ようにするためにも、
協力員の確保が必要となってきています。

〜「ささえあいまさご」に望むもの〜
真砂地区部会 部会長 成田英雄（於：設立総会）
「ささえあいまさご」の目標は、
住み慣れた真砂の街で誰もが
安心して元気に暮せるようになることです。その目標は、
多くの
方々がこの活動に参加することで達成されます。それは、
支える
方々が犠牲になることではありません。全く負担なく活動すること
は不可能ですが、
まずはご自分の生活を第一に考えて下さい。
また、
この活動を順調に進めるには、
取り組まなければならない
課題がたくさんあります。それは、
広く真砂住民に参画していただく
ささえあいまさご設立記念式典での久保田委員長
運営を目指し、
どのような組織で、
どのように活動するのかという
ことです。
最後に一番大切なことを述べて終わりにします。それは、
この活動を、
支える方々が「参加して良かっ
た。支えられて良かった。地域にとっても自分の為にも良かった。」と思える事業にすることです。

〜「ささえあいまさご」の今後の展望〜
「ささえあいまさご」運営委員会 委員長 久保田寅英
「ささえあいまさご」は活動を開始して１年になりますが、
25年度は180件近くの依頼が高齢者等から
寄せられる見込みです。また、
一人暮らしの高齢者は、
地域内で年々急速に増加する傾向にあります。
高齢になると、
確実に足腰等が弱くなるため、
誰でも一人で不自由なく生活して行くのは困難となるので、
普通の生活を維持して行く為には掃除・洗濯・買物・病院付添い等多くの手助けが必要になります。
そうした多くのことをお手伝いする活動を円滑に進めていくために、
拠点となる事務所を確保し、
「ささえあいまさご」の活動をもっと広く浸透させ、
その結果、
真砂に住む方々が安心して暮らしていける
ように、
温かい頼りがいのある組織づくりに取り組んで行きます。
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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

「安心カード」から 見守り へ…。

地域の見守り活動に向け、
まずは自助意識を高めます。〜蘇我地区部会〜

〜地域の基盤強化、地域ケア会議〜
蘇我地区では、
東日本大震災の発生後から、
地域の絆や連携
協力の重要性が再認識され、
地域一丸となった福祉活動が求め
られていました。そこで、
平成24年3月に「あんしんケアセンター
蘇我」が主体となり蘇我地区部会をはじめ、
町内自治会、
民生
委員・児童委員、
地域にある高齢者支援に関わる団体や機関の
代表、
消防署、
警察署、
小中学校などが参加し 地域ケア会議 を
立ち上げました。この会議は、
地域の課題解決や困難事例を
協議する場となっています。

地域イベントでのPR

〜安心・安全な街づくり〜

冷蔵庫保管容器

蘇我地区部会では、
地域ケア会議の場で「安心・安全な街づく
り」を目標に掲げることを提案し、
その中の一つが本人や家族の
掛り付け医療機関・常用している薬・緊急連絡先等の情報を記載
した 冷蔵庫保管用「安心カード」
（以下、
「安心カード」） の全世
帯配布です。蘇我地区部会の区域のうち 約5,700世帯に「安心
カード」を配布し、
「自分のことは自分で…」という自助意識の
高揚を図ると共に、
関係機関（消防署・警察署等）に地区全世帯
へ配布していることを周知することで、
何かあった場合に的確な
対応が図れます。
事業の実施にあたっては、
予算については地域ケア会議や地
区部会そして各町内自治会の会合で協議を重ね、
蘇我地区部会
が受けた「中央区地域活性化支援事業の補助金」のほか、
地区
部会と各町内自治会が財源を捻出して対応しています。

〜全世帯配布に向けた地域協力〜
約5,700世帯に「安心カード」を配布するにあたっては、
地域
の方々の協力を仰ぎました。そこで大きな力となったのが各
町内自治会役員の皆さんの理解と蘇我中学校の協力です。
平成25年12月中の配布に向け、
蘇我中学校第1・2学年女子
生徒約90名の皆さんに、
資材の搬入先と町内自治会世帯数
ごとに仕分けする作業に協力していただきました。そして、
各
町内自治会には事業実施に向けた事前告知の回覧や「安心
カード」の世帯配布に協力をいただき、
スムーズな対応を図る
ことができました。
生徒による仕分け作業！

〜自助意識の高揚から見守り体制の構築へ〜
高齢者世帯のみならず全世帯に配布する「安心カード」事業を通して、
蘇我地区部会の地区に住んで
いる皆さんの 自助意識 を高めるとともに、
今後の「見守り体制」の構築に向けた土台になることを期待
しています。そして、
来年度以降は 共助 「見守り体制づくり」を推進していきます。
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情報ぷらっとほーむ

心配ごと相談所のご案内〜市民の日常生活でのさまざまな悩みや心配ごとについて相談に応じます〜
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。民生委員・児童委員を中心とした心配ごと相談
員が相談に応じます。問題解決に向けた助言や関係機関等の情報提供を行います。

相談無料・秘密厳守
♥♥常設相談♥♥

開所時間 月〜金曜日 10:00〜15:00
（祝日・年末年始を除く）

相談方法 来所（面談）及び電話での相談

※来所される場合は、
できる限り事前のご連絡
をお願いいたします。

弁護士による法律相談を年９回程度開催しております。

♥♥法律相談♥♥ 4 月 日 程 平成２６年４月１０日（木） 13:00〜15:00

申込方法 ４月１日（火）より電話受付（要予約・先着６名）

お問い合わせ先
及び実施場所

心配ごと
相談所

※５月以降の日程等は市政だよりにて
ご案内する予定です。

TEL:043-209-8860 FAX:043-312-2442
場所:千葉市中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザＡ棟１階

平成26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−マにした市民向けセミナーを開催しています。

平成26年度 4月開催
日

時

①4/11（金）13:25〜15:30 最期まで私らしく〜エンディングノートについて〜
②4/21（月）13:25〜15:30 介護施設を知る〜よりよい選択のために〜

定

員

各50名

料

①エンディングノート代として300円。

受

講

応募方法

②無料

電話、
またはＦＡＸにてお申込下さい。
ＦＡＸの場合、
氏名・住所・電話番号・
ＦＡＸ番号・年齢の記入をお願いいたします。

平成26年度セミナー開催予定
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〜
60歳からのメイクセミナー
高齢者の身体機能低下を防ぐ〜シナプソロジーを学ぶ〜
高齢者の生活に役立つ法律〜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）

今後もさまざまなテーマで開催いたします。詳細は、
ちば市政
だよりにてご案内する予定です。
皆様のご参加をお待ちしております。

お問い合わせ先

千葉市社会福祉研修センター
TEL：043-209-8841
FAX：043-312-2943

平成２６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

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…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
（２）補助指導員…資格要件なし
3.雇用条件
（１）雇 用 期 間…雇用された日から平成27年３月３１日まで
（２）賃 金 等…指導員/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）
（３）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）。
（４）基本的な勤務時間
①月曜日から金曜日 Ａ)12:30〜18:30 Ｂ)11:30〜19:00 ④振替休業日 Ａ) 7:45〜18:15 Ｂ) 8:00〜18:30 Ｃ) 8:00〜19:00
Ａ) 8:00〜17:00 Ｂ)11:00〜17:00 ⑤長期休業期間 Ａ) 7:45〜18:15 Ｂ) 8:00〜18:30 Ｃ)11:30〜19:00
②土曜日
③平日短縮授業日 Ａ)11:00〜18:30 Ｂ)11:00〜19:00
（５）勤務場所…千葉市内の子どもルームのいずれか
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 千葉市ハーモニープラザＣ棟３階
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TEL：043-209-6055

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１１月〜平成2６年１月

順不同・敬称略

【社会福祉事業資金】
東京ガス幕張ビル JFEスチール㈱東日本製鉄所JFEちばまつり実行委員会 ハクビ京都きもの学院千葉師範会
千葉市内ライオンズクラブ6クラブ（千葉ライオンズクラブ 千葉中央ライオンズクラブ 千葉花見川ライオンズクラブ
千葉エコーライオンズクラブ 千葉京葉ライオンズクラブ 千葉東ライオンズクラブ） 千葉建設労働組合千葉支部
日蓮宗千葉県東部宗務所 日本アマチュア歌謡連盟NAK千葉市中央支部 千葉県ゲートボール連盟 宮崎公民館クラブ連絡協議会
千葉県生涯大学校京葉学園福祉課2年 十八会 中央区民児協 （株）いなげや千葉桜木店設置募金箱 匿名（３件）
【交通遺児基金】
木之本静枝 第102地区民児協 第104地区民児協 第105地区民児協 第110地区民児協 第112地区民児協
第115地区民児協 第410地区民児協
【ボランティア基金】五十嵐治子 藤川勇
【物品】美容ボランティアCHIBA （株）マルハン千葉北店 千葉トヨペット（株）

千葉市内ライオンズクラブ
6クラブ様

千葉県生涯大学校
京葉学園福祉課2年様

賛助会員のご紹介

美容ボランティアCHIBA様

千葉トヨペット（株）様

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成2５年１１月〜平成2６年１月

順不同・敬称略

宮本スプリングス製作所 モン・カフェ （有）田原海事 （有）藤清 （有）松丸物産 東野福受商工（有） （有）日本クオリティセンター
（有）新宿ラヂエーター研究所 京葉エナジー（株） （株）
トーカイ 市原警備保障（株） 山王病院 清水小児科 セイワ美浜
介護サポートつくしんぼ 寒川町2丁目自治会 稲荷町内会 花見川ライオンズプラザ自治会 花見川サンハイツ自治会
花見ケ丘大樹会 花見ケ丘自治会 雇用促進住宅検見川宿舎自治会 中央地区部会 末広地区部会 松波地区部会
301(作草部・天台)地区部会 高浜中学校区コミュニティーづくり懇談会 マリンムラヤマ 代表 村山一也
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、今年もありがとうございました〜
本会では、
昨年に引き続き、
12月14日（土）に、
平成25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。
バザー物品は、
市民の皆様のご協力をいただき、
家庭で未使用の日用雑
貨品や学用品等1,000点ほどが集まり、
当日は約300名の方々が入場され、
94,464円の売り上げがありました。今年も「福祉バザー」が盛会に開催でき
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。
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

「福祉バザー」の様子

「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 043-209-8884 http://www.chiba-shakyo.com/

