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災 月 間

９月は
『防災月間』
です！もしもの時に備えましょう
● 8 月 31 日に九都県市合同防災訓練が行われました。●

日本赤十字社による応急救護所
開設・運営訓練
（於：みつわ台中学校）

西千葉グリーンハイツ防災会による
安否確認訓練
（於：西千葉グリーンハイツ一時避難所）

千葉市赤十字奉仕団による炊き出し訓練
（於：みつわ台中学校）
301地区部会による応急処置訓練
（於：都賀小学校）

この広報紙は赤い羽根共同募金の
配分金により発行しています。

はーとふる千葉

社会福祉
法
人

千葉市社会福祉協議会

http://www.chiba-shakyo.com/

クローズアップ地区部会

301（作草部・天台）地区部会

備えあれば憂いなし！ 〜地区部会主導による避難所運営委員会〜
本号では、災害に備えた取組みを地区部会主導で進めている３０１
（作草部・天台）地区部会（以下「３０１地区部会」）
を紹介します。

−マップ作成から防災連絡会の立ちあげへ−

３０１地区部会は、地域の多様な団体や住民が一丸となり、
〝毎日を安心して
暮らせるまちづくり″に向け、様々な活動を行っています。中でも防災対策に
ついては、地域全体で取り組むべき共通の課題として、東日本大震災の４年前
（平成１８年度）には防災・防犯マップを作成、その２年後には防災連絡会を
設置するなど、町内自治会等の協力を得ながら、地域連携の 要 である地区
部会が活躍しています。

−いちはやく−

市が進めている避難所運営委員会
の設立の必要性にいち早く着目した
３０１地区部会では、エリア内に４か所ある避難所を包括的に運営できるよう
「３９地区内設置避難所運営委員会」
を設置しました。都賀小学校で行われた
本年の市合同防災訓練では、実際に避難所の開設・運営に取り組みました。
また、町内自治会の中には年１度の訓練に併せて、多くの方々の参加が得られ
るよう餅つき行事を開催するなどの工夫をこらしています。
これらの取組みでの、住民一人ひとりの危機意識の高さは特筆すべきもので
地域を思う沢山の方が集います（３０１地区防災連絡会）
しょう。
抜群のチームワークが地域連携の源となっている３０１地区部会。
「笑顔で
あいさつ、優しさあふれるまちになるといいですね。」
と地域への思いを部会長は話されています。
災害時に役立つ ホットタオルの作り方 を
講座で学びます

「回転備蓄」をご存じですか？
皆さんのご家庭では、災害に備えて食料など防災用品の準備をされていますか。防災月間には、蓄えた食料の賞味
期限や懐中電灯の乾電池が使えるかなどを、
いざという時に役立つように確認しておきましょう。食べたい食料を多めに
買っておき、使ったら追加するなどして、備蓄品を使って入れ替えることを
「回転備蓄」
といいます。
もし、賞味期限間近の
食品があったら、調理して食べたり、地域に役立ててはいかかでしょうか。

調理して食べる

地域に役立てる

千葉市食生活改善推進員おすすめ！
備蓄食料品活用レシピ

「フードバンクちば」
に寄付する
フードバンクちば」
では９/１６〜１０/３１に第８回「フード
ドライブ」
（家庭で余った食品を持ち寄り、食料の確保が困難
な団体や個人を支援する活動）
を実施しており、本会も共催
しています。

『サバ味噌トマトカナッペ』

《ご寄付いただきたい食品》

・お米 ・缶詰 ・乾物 ・飲料
・インスタント・レトルト食品 など

《ご寄付いただきたい食品》
・賞味期限が1か月以上あるもの
・破損していないもの

おつまみや
前菜に。

・未開封のもの

地域福祉推進課 推進係

問合せ先 TEL：043-209-8869

サバの味噌煮缶詰、
トマト水煮缶詰、乾燥マッシュポテトを
混ぜ合わせて、
クラッカーにのせればできあがりです！
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地域で私たちを支援して下さっている方々をご紹介します！
私たちの暮らす地域では、市や国から認定・任命・委嘱を受けた様々な方々が、私たちの日々の暮らしのために
活動してくださっています。地域の問題を相談されてみてはいかがですか。
※地域で活動する方々については、各関係部署にお問い合わせください。

地域で活動する方々

民生委員・児童委員

キャラバン・メイト

介護相談員

こんなときにご相談ください

・高齢者や障害者への支援が必要、又は子育てに不安があるとき。
地域の方々が安心して暮らせるよう、住民の立場に立って相談に応じてくれます。
【連絡先】各区保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 ＴＥＬ：043-221-2150 花見川区 ＴＥＬ：043-275-6425
若葉区 ＴＥＬ：043-233-8558 緑
区 ＴＥＬ：043-292-8138

稲毛区 ＴＥＬ：043-284-6141
美浜区 ＴＥＬ：043-270-3505

・認知症について知りたいとき。
町内自治会等に出向き、講師役となって認知症について伝えます。
【連絡先】市役所 高齢福祉課 ＴＥＬ：043-245-5168

・介護保険施設等の利用者やその家族が、
サービス内容等について相談したいとき。
介護相談員が施設（５７施設）を訪問し、利用者と事業者の間の橋渡し役となって疑問等に対応します。
【連絡先】市役所 介護保険課 ＴＥＬ：043-245-5062

身体障害者相談員
知的障害者相談員

地域保健推進員

・身体・知的障害者
（児）
やその家族の方が、
身近な問題について相談したいとき。
（身体障害者相談員）
手帳交付、
医療、
生活等に関する相談に応じています。
（知的障害者相談員）
養育、
生活等に関する相談に応じています。

【連絡先】各区保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 ＴＥＬ：043-221-2152 花見川区 ＴＥＬ：043-275-6462
若葉区 ＴＥＬ：043-233-8154 緑
区 ＴＥＬ：043-292-8150

稲毛区 ＴＥＬ：043-284-6140
美浜区 ＴＥＬ：043-270-3154

・赤ちゃんの健康や育児について相談したいとき。
生後2カ月を迎えたお子さんの家庭を訪問しています。
【連絡先】市役所 健康支援課 ＴＥＬ：043-238-9925

青少年相談員

・小中学生が楽しめる地域での行事を知りたいとき。
学校や青少年育成委員会などと連携して、中学校区ごとに様々な活動を行っています。
【連絡先】市役所 健全育成課 ＴＥＬ：043-245-5955

家庭訪問相談員

・小中学生の引きこもりなどについての相談をしたいとき。
家庭を訪問し面接などを通して、心のケアを図る活動を行っています。
【連絡先】教育センター ＴＥＬ：043-285-0900

食生活改善推進員
（ヘルスメイト）
スポーツ推進委員
スポーツコーチャー
防犯アドバイザー

・食生活や料理方法などを教わりたいとき。
生活習慣病予防や高齢者料理教室を開催し食の大切さを伝えています。
【連絡先】市役所 健康支援課 ＴＥＬ：043-238-9926

・地域で楽しめるレクリエーション・スポーツや指導者に困っているとき。
各種スポーツ大会の企画運営やスポーツ指導を行います。
【連絡先】市役所 スポーツ振興課 ＴＥＬ：043-245-5968

・住まいの防犯対策、子どもの安全確保などについて知りたいとき。
地域に出向き、
防犯対策に関する講話と指導を行います。
【連絡先】市役所 市民サービス課 ＴＥＬ：043-245-5264

保護司

・青少年の非行や刑務所入所者等の社会復帰について相談が必要なとき。
更生保護や犯罪の予防のための啓発活動を行っています。
【連絡先】千葉保護観察所 企画調整課 ＴＥＬ：043-204-7791

生ごみ資源化
アドバイザー
廃棄物
適正化推進員
緑と花の
地域リーダー

・生ごみの減量や資源化について勉強したいとき。
町内自治会等にて、適切な助言・技術指導等を行います。
【連絡先】市役所 廃棄物対策課 ＴＥＬ：043-245-5379

・ごみの分別や地域の美化活動について相談したいとき。
ごみの分別や排出ルールの指導、
地域における美化活動の推進などの活動を行っています。

【連絡先】各環境事業所
中央・美浜 ＴＥＬ：043-231-6342 花見川・稲毛 ＴＥＬ：043-259-1145 若葉・緑 ＴＥＬ：043-292-4930

・地域内での緑化・花づくり活動について知りたいとき。
緑豊かで花のあふれる地域づくりを進めています。
【連絡先】市役所 緑政課 ＴＥＬ：043-245-5775
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本会の事業をご紹介します！〜千葉市生活自立・仕事相談センター中央〜
千葉市生活自立・仕事相談センター中央は、生活にお困りの方が出来るだけ早くその状態から抜け出せるように、
生活全般についての相談に応じ、支援を行っています。
また、私たちの街にあるさまざまな相談窓口などとつながりを
持って、
そうした方々を支える仕組み作りを行っています。

お金が少ししかなくて…
どうしたらいいのか…

他の人に頼らずに
生活したい！

暮らしていくのに
いろいろ悩みがあって…

このような時は、千葉市生活自立・仕事相談センター中央にご相談ください。
まず、
お困りの内容を聞いて、
お気持ちを大事にしながら、支援の計画を作ります。
家計管理のお手伝いのほか、
貸付制度の紹介等を行います。

就労に向けた準備を相談者とともに行います。
■費
用
■所 在 地
■開所時間
■問合せ先

無料（秘密厳守）
中央保健福祉センター
（きぼーる１１階） 千葉市中央区中央４-５-１
月〜金曜日
（祝日、年末年始を除く） ８時３０分から１７時３０分まで
ＴＥＬ：０４３-２０２-５５６３ ＦＡＸ：０４３-２２１-３３７０ Ｅメール：ｓｏｕｄａｎ-ｃｈｕ＠ｃｈ
ｉ
ｂａ-ｓｈａｋｙｏ．
ｃｏｍ

お 知 ら せ
赤い羽根共同募金運動が１０月１日スタートします！
実施期間

共同募金の使いみち

厚生労働大臣の告示により、10月1日から12月31日
までの間全国で行われます。

みなさまからお寄せいただいた赤い羽根募金のうち
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、
お互いに助け合っていく支え合い活動
を中心に、特に地域でのサロン活動や見守り活動など
へ使われます。
また、
残りの約４割は千葉市をはじめ県内の社会福祉
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。

〜 12月1日からは、
歳末たすけあい募金も始まります〜

共同募金のしくみ
みんなで
出して

◀ふれあい・いきいきサロン

循環するしくみ
あなたの募金は、
あなたの住む町がよくなる活動に
使われます。
みんなで
みんなで
集めて

使う

ふれあい・子育てサロン▶

募金へご協力いただく方法
町内自治会を通じて、
それぞれのご家庭へ協力をお願いしています。
市内の駅や街の中で子どもたちや地域の皆様が募金箱を持って募金活動を行っています。
社会福祉協議会の窓口などに募金箱を用意しています。

問合せ先

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

皆様の温かいご支援とご協力を心よりお願いいたします。
4

叶えます
おかげさまで、 「食べて痩せる？」あなたの願い、
15周年
タニタの社員食堂セミナー
市民のみなさまに
「福祉」
を身近に感じていただく事をテーマに、社会福祉セミナーが
始まってから、
おかげさまで15周年。今回はいつもとちょっと違ったセミナーをお届けいた
します。
「食べて痩せようなんて…」
と思っている方、必聴です！
日

（金）
時 11月28日
講演：13:30 〜 15:15
体組成計測会 10:00 〜 16:00

場

（中央区千葉寺町1208-2）
所 千葉市ハーモニープラザ

対

象 千葉市在住・在勤の方

定

当日先着200人（予約不要）
員 講演は、

2分で測定
体脂肪率、筋肉量など
見えないところが
わかります

参 加 費 無料
そ の 他 駐車場の数に限りがあるため、公共交通機関でお越しください。

問合せ先 千葉市社会福祉研修センター TEL：043-209-8841

使用済み切手の収集にご協力ください
ボランティアセンターでは、使用済み切手から得た資金をボランティアグループの活動費に助成しています。
市民によるボランティア活動が更に活性化するよう、使用済み切手の収集にご協力をお願いいたします。

収集いただきたい使用済み切手

5mm以上

①破れ・折り目・柄の汚れがないもの
②５㎜以上の余白のあるもの（封筒やハガキから剥がさない）
問合せ先

千葉市ボランティアセンター
TEL：043-209-8850

集めていただいた切手は、
お近くの千葉市社協の各区事務所また
は千葉市ボランティアセンターでお受け取りします。

働いてみませんか？ 子どもルーム指導員・補助指導員募集！
！
千葉市社会福祉協議会の運営する
『子どもルーム』
で働く方（指導員・補助指導員）
を募集しています。
1.業務内容 利用児童の生活・遊びの指導及び安全管理
2.応募資格 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
（交通費・賞与別途、社会保険完備）
●補助指導員…時給960円
（交通費別途）
（３）勤 務 日：月曜日〜土曜日
（祝日・振替休日・年末年始除く）のうち、指導員は週５日勤務、補助指導員は週２〜
３日勤務。
※詳しくは、
お問い合わせください。

問合せ先

社会福祉課 児童育成係

TEL：043-209-6055（月曜日〜金曜日
（祝日を除く）9:00 〜 17:00）
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ご支援・ご協力ありがとうございました

ご寄付のお礼

順不同・敬称略

平成2６年５月〜７月
【社会福祉事業資金】
（株）
マルエイ稲毛海岸店設置募金箱 （株）
ニチレイ NEXUS
（株） 千葉工業同窓会 ゴルフ同好会
千葉市テニス協会 ベテラン委員会

千葉土建一般労働組合千葉支部

きゅうび〜会 リサイクルセール・キャベツの会
美浜いきいきプラザ設置募金箱

本門佛立宗 唱題寺

千葉市障害者福祉センター（サマーフェスティバル）

若葉区民ゴルフ会

葛城公民館設置募金箱

匿名（１3件）

【交通遺児基金】木之本 静枝 ダイセーロジスティクス㈱千葉ハブセンター 第104地区民児協
第105地区民児協
【ボランティア基金】五十嵐 治子

第１１２地区民児協

匿名（１件）

藤川 勇
NEXUS
（株）様

【物品】
（株）
マルハン 千葉北店

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
順不同・敬称略

平成2６年５月〜７月
オサム企画 （株）
バイオメディカル研究所 （有）
福田建材

医療法人社団 総和会

社会福祉法人父の樹会 ガーデンセブン 社会福祉法人あしたば 中野学園
社会福祉法人 初穂会 特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園
社会福祉法人 兼愛会 特別養護老人ホーム しょうじゅ美浜
特定非営利活動法人 介護サービス ＮＰＯ法人 みらい工房
特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野

医療法人社団 福寿会 鷲見医院

社会福祉法人 鳳雄会

社会福祉法人つどい あやめ
社会福祉法人うぐいす会 稲毛グループホーム
特別養護老人ホーム セイワ若松

特別養護老人ホーム いずみ苑

特別養護老人ホーム 恵光園 ソレイユ千葉北 シャローム若葉

特別養護老人ホーム 清和園

特別養護老人ホーム 更科ホーム

千葉れんげサービス・れんげの家 ケイワ介護サービス

グループホーム ゆるいの里 グループホーム 羽衣 みやのぎデイサービス 白百合自治会
花見川ライオンズプラザ自治会

総泉病院

東急町内会

高洲二中地区コミュニティづくり懇談会

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。

〜共に手を携える福祉社会の実現に向けて〜

社協の会費にご協力を！

年会費

住民会員

市内在住の世帯または個人

特別会員

福祉施設・団体等

賛助会員

企業・法人等

200円

®

ゆるキャラ グランプリ2014
千葉市社会福祉協議会の
「ハーティちゃん」もエントリーしています。

3,000円
10,000円

本会の各区事務所は、市民の皆さんのお近くにございます。

昨年度実績

会費についてのお問合せをはじめ、福祉に関係したお困りごとなどありま
したら、
どうぞお声かけ下さい。

問 合せ先
千葉市社会福祉協議会
中 央 区 事 務 所 TEL：043-221-2177
花 見 川 区 事 務 所 TEL：043-275-6438
稲 毛 区 事 務 所 TEL：043-284-6160
若 葉 区 事 務 所 TEL：043-233-8181
緑 区 事 務 所 TEL：043-292-8185
美 浜 区 事 務 所 TEL：043-278-3252

５,１４１票
３６３位／１,５８０体

投票期間

平成２６年９月２日（火）〜１０月２０日（月）
投票サイト

投票サイト『ゆるキャラグランプリ2014』

（http://www.yurugp.jp/）

『ハーティちゃん』
のランキングアップのために、
皆さま
の毎日の投票のご協力をお願いいたします。
（ＰＣ・携帯端末からのインターネット投票となっています。）

「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、
公共施設等に置いてもらうなどの協力を得て、
広く市民の方々にご愛読いただいています。

はーとふる千葉
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/

