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２０メートルの太巻き寿司が結ぶ地域の絆
〜椎名小学校と地区部会連携事業 田植え（食育）〜
おいしい米を
作ろう

きゃあ、つめたい

秋が楽しみだ

足が抜けない

５月１４日、台風一過の青空の下、椎名小学校前の水田では裸足姿の子どもたちと大人たちの笑い声が響いていました。
毎年５月中旬、椎名小学校５年生と地域の方々による田植えが恒例行事となっています。地域の協力団体は、
ＪＡ千葉みらい
女性部、民生委員・児童委員、赤十字奉仕団、社協椎名地区部会等です。

● ９月、
稲刈り ●

椎名地区では
「お米作り」
を通じて学校と地域との
関係づくりが進められています。

１２月に行う太巻き寿司作りは圧巻です。長さ２０メートルの太巻
きを体育館で作ります。
ＪＡ千葉みらい女性部の指導のもと、息を合
わせて全員で巻いていきます。

≪椎名小学校5年生がお米づくりで学ぶこと≫

食育の授業は、卒業までの６年間を通じて食に関する様々な学習をしていきます。特に５年生
は、
お米について１年間学びます。米の種類や特徴、田植え、草取り、稲刈りを実際に行い、収穫
したお米を使った太巻き寿司作りまで体験を通して、
お米作りの大変さ、農作物への感謝の
気持ちなどを学んでいます。
年末には、
お米作りでお世話になった方々を招いて
「感謝の会」
が行われます。
その中で、
５年
生たちは米について調べたことをわかりやすくまとめて発表します。

世代間交流が促進できる活動に取り組んでみませんか？

特集

みんな集まれ！ 緑ンピック
〜様々な活動団体の連携・協力による地域交流〜

≪さまざまな世代が楽しめるイベント≫

稲毛区緑が丘地区では、
１０年前から
「緑ンピック」
が実施されています。緑ンピックは、青少年育成
委員会の主催のもと、
「学校と家庭と地域の連携の輪をひろげよう」をテーマに地区部会をはじめ
地域内の１６の活動団体が協力・参加し、開催される当地区内の大きなイベントになっています。
平成26年度は、宮野木小学校で開催され、当地区内の中学校、高校の吹奏楽演奏、竹細工や昔
遊びの体験、バルーンアートやビーズ作り、囲碁・将棋や茶道など、様々な世代が楽しめる企画を
組み、実施されました。
≪世代間 囲碁対戦≫

≪地区部会による郷土史の紹介≫

毎年、多くの親子連れが参加しており、例年、盛大に行われる地域のイベントとなっています。平成
27年度は９月６日
（日）
に柏台小学校で開催する予定です！

緑が丘地区部会
稲毛区柏台、長沼町の一部、宮野木町の一部、園生町の一部、
あやめ台の一部

●

高齢化率（２９．
４％）

●

いきいきサロンや子育てサロン、悠々散歩クラブなど様々な活動を行うとともに、町内自治会
や民生委員児童委員協議会、青少年育成委員会など、様々な団体と連携協力し、住民同士の
つながりの場（機会）
となる活動にも取り組んでいます。

●
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さまざまな無料法律相談窓口をご紹介します
実施日時等詳細は、直接、
お問い合せください。訪問する場合は、必ず予約を入れましょう。
実施団体

相談内容

開催場所

各区役所市民相談室
千葉市

金銭貸借、相続、離婚など
法律に関する諸問題等

問合せ先
各区役所地域振興課くらし安心室
中 央 区 043-221-2106
花見川区 043-275-6213
稲 毛 区 043-284-6106
若 葉 区 043-233-8123
緑
区 043-292-8106
美 浜 区 043-270-3123
（要事前予約）

千葉中央コミュニティセンター 千葉市役所広報広聴課
２階相談室
043-245-5609
(中央区千葉港2-1)
（要事前予約）
千葉市
国際交流
協会

千葉県

法テラス
千葉

千葉司法
書士会

千葉青年
司法書士
協議会

外国人のための法律相談

千葉市国際交流プラザ会議室 千葉市国際交流協会
(中央区中央2-5-1 千葉中央 043-202-3000
（要事前予約）
ツインビル2号館8階)

相続、
離婚、
損害賠償など 千葉県庁本庁舎 ２階相談室
(中央区市場町1-1)
民事上のトラブル

千葉県総合企画部報道広報課
広聴室
043-223-2249、2250
（要事前予約）

離婚・相続・損害賠償・ 法テラス千葉
法テラス千葉
金 銭トラブル・不 動 産・ (中 央 区 中 央4-5-1 きぼーる 050-3383-5381
クレジット・サラ金 など
（要事前予約）
2階）
民事全般

司法書士による法律相談

司法書士による法律相談

電話相談

千葉司法書士会
0120-971-438
月・水曜日…14時〜 17時
土曜日…10時〜 12時、
13時〜 15時

電話相談

0120-918-017
（相談員へ転送されます）
火・木曜日…14時〜 17時

成 年 後 見 制 度 の 利 用を 千葉県社会福祉士会事務局
千葉県
はじめとする権利擁護に (中央区千葉港7-1 塚本千葉
社会福祉士会
関する相談
第五ビル3階)

権利擁護センターぱあとなあ
千葉
043-238-2866
火・木曜日…10時〜 16時

千葉県
社会福祉
協議会

弁 護 士 による高 齢 者 や 千葉県後見支援センター
千葉県後見支援センター
障がい者の福祉に関する (中央区千葉港4-3千葉県社会 043-204-6012
法律相談
福祉センター２階)
（要事前予約）

千葉市
社会福祉
協議会

成年後見制度、財産管理
千葉市成年後見支援センター
千葉市成年後見支援センター
の専門家（弁護士ほか）
に
043-209-6000
(中央区千葉寺町1208-2)
よる面接相談
（要事前予約）
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仕事や生活にお困りの方の経済的・社会的自立のお手伝いをしています
千葉市社会福祉協議会では千葉市生活自立・仕事相談センター中央において、
生活困窮者の相談
支援を行っています。
ひきこもりの方

近所から孤立して、
生活に困って
いそうな方

千葉市生活自立・
仕事相談センター中央
相談支援員です！

親なき後の生活に
不安がありそうな方
働きたいのに
働くことが出来ない方

転職を
繰り返している方

生活自立・仕事相談センター
中央 きぼーる11階

利用するには？
上記のような状態にある方たちからの相談に応じて、就労の支援やそのための訓練の場を
紹介するなどのお手伝いをしています。支援を必要とされる方がいらっしゃいましたら生活自立・
仕事相談センターのご案内をお願いいたします。
必要に応じて、相談者の方のもとへ訪問してお話しをお伺いいたします。
お気軽にご相談くだ
さい！
問合せ先

千葉市生活自立・仕事相談センター中央
TEL：043-202-5563 住所：千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる11階
開設日時：毎週月曜日〜金曜日
（土日祝日、年末年始除く）8：30 〜 17：30

市民向けセミナーのご案内

8月は終活!

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２７年度 ８月開催予定のセミナー
日 時： ①８/２７
（木）９：５５：〜１２：００ お葬式〜葬儀費用の落とし穴〜
②８/２７
（木）
１３：2５：〜１5：3０ 知っておきたい老い支度〜お墓の継承と供養〜
定

員： 各５０名

受講料： 無料
申込開始日：７月１５日
（水）午前９時より先着順で受付開始となります。
申 込 方 法： 電話、
またはＦＡＸにてお申込下さい。
ＦＡＸの場合、氏名（ふりがな）
・住所・電話番号・
ＦＡＸ番号・
年齢の記入をお願い致します。
９月以降もさまざまなテーマで開催致します。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。
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
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子どもルームで働きませんか？
業 務 内 容 利用児童の生活・遊びの指導及び安全管理
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）夏 季 補 助 員：資格要件なし
雇 用 条 件（１）雇 用 期 間：①雇用された日から平成２８年３月３１日
（更新あり）
②夏季補助員は平成２７年７月２１日〜８月３１日
（２）賃金等 指導員：月額１４６，
０００円
（賞与３か月分及び別途諸手当あり。社保完備。）
補助指導員、夏季補助員…時給９６０円
（交通費別途）
（3）勤

務

（祝日・振替休日・年末年始除く）のうち、指導員
日：月曜日〜土曜日
は週５日勤務、補助指導員は週２〜３日勤務。夏季補助員について
は、週３日以上勤務。

※詳しいことはお気軽に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）

心配ごと相談所のご案内
心配ごと相談所では、市民の生活上のいろいろな悩みや相談ごとに対して、民生委員を主体と
した相談員が面談、電話により相談をお受けしています。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。

常設相談 月〜金曜日（年末年始、祝日を除く）
１０：００〜１５：００
専門の相談員、民生委員等による相談。
●面談及び電話での相談となります。
●

たとえばこんな相談が
寄せられています
家族に関すること

●

暮らしや住まいに関すること

●

法律相談（年９回）
１３：００〜１５：００

法律に関すること

●

福祉に関すること

弁護士による相談。毎回定員６名（予約制となります。）

●

予約申込時に氏名、住所、電話番号、相談内容など
お伺いします。

●

●
●

こころの悩みに
関すること

裁判所で訴訟・調停中のもの及び電話相談は不可と
なります。

●

実施日等詳細は、
ちば市政だよりに掲載いたします。

●
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問合せ先
心配ごと相談所

TEL：０４３-２０９-８８６０

ご寄付のお礼

ご支援・ご協力ありがとうございます
順不同・敬称略

平成２７年２月〜平成２７年４月
【社会福祉事業資金】

髙舘 洋子(故人） ITS株式会社 ＪＦＥスチール株式会社 ＪＦＥ千葉リバーレーン設置募金箱
稲毛いきいきプラザ設置募金箱 稲毛区事務所設置募金箱 稲毛公民館設置募金箱 inﬁnity-road
生浜公民館設置募金箱 大宮いきいきセンター設置募金箱 葛城公民館設置募金箱 株式会社ベルク
株式会社マルエツ 株式会社ナリタヤ花見川店設置募金箱 北谷津ゴルフガーデン設置募金箱
小中台公民館設置募金箱 社会福祉法人愛の園福祉会 幕張海浜保育園 白井公民館設置募金箱
新宿公民館設置募金箱 末広公民館設置募金箱 蘇我いきいきセンター設置募金箱
千葉市桜木霊園管理事務所設置募金箱 千葉市テニス協会ベテラン委員会 千葉市ひまわり会
千葉市舞踊連盟 中央いきいきプラザ設置募金箱 中央区事務所設置募金箱 都賀公民館設置募金箱
都賀いきいきセンター設置募金箱 椿森公民館設置募金箱 土気いきいきセンター設置募金箱
轟公民館設置募金箱 平和公園管理事務所設置募金箱 星久喜公民館設置募金箱 本門佛立宗 唱題寺
松ヶ丘公民館設置募金箱 みつわ台公民館設置募金箱 緑いきいきプラザ設置募金箱 宮崎公民館設置募金箱
明治安田生命稲毛営業所 若葉いきいきプラザ設置募金箱 若葉いきいきプラザ陶芸同好会 匿名（４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

株式会社
マルエツ様

第１１５地区民児協

【ボランティア基金】

五十嵐 治子 藤川 勇 稲毛区事務所設置基金箱 株式会社エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱
川戸公民館設置募金箱 桜木公民館設置募金箱 株式会社フジレジャー開発（フジゴルフパーク設置募金箱）
炭火焼肉樹苑設置基金箱 土気公民館設置募金箱 としまや弁当おゆみ店設置募金箱 フードショップみやもと設置募金箱
ボランティアセンター設置募金箱 誉田公民館設置募金箱 誉田ゴルフセンター設置募金箱 森倉商店設置募金箱 匿名
【物品】株式会社ツルハホールディングス 株式会社マルハン千葉北店 匿名

賛助会員のご紹介

株式会社マルハン 千葉北店様

ご支援・ご協力ありがとうございます
順不同・敬称略

平成2７年２月〜平成２７年４月

原田 雅男 吉田 良子 諸岡 八百子 吉田 とし子 鈴木 麗子 刀根 洋 中䑓 昭宏 佐藤 忠治 土岐 四郎 影山 成己 石原 康子 村田 幸子
伊藤 久恵 金子 全喜 中村 憲司 唐鎌 功 杉山 武 臼井 日出男 佐々木 美智子 野與 邦子 小池 澄男 落合 武徳 安田 敬一 高橋 信之
菊谷 ひろ 鈴木 市平
皆川 あや子 和泉 佳子 門山 美千代 渡辺 統道 加藤 百合子 重 俊院 小野口 寿一 長嶋 洋二 幸町中央診療所
古峡美浜クリニック 稲毛団地自治会 指定障害者福祉サービス事業所 さいわい マルシン興産株式会社 東千葉クリニック 鍋嶋眼科医院 榎本医院
日下クリニック （株）ベネッセスタイルケア メディカルホーム ボンセジュール （株）グリーンタワー （有）春日不動産 （合）和みコーポレーション
ケアハウス はつらつ浜野 浜野長嶋内科 （宗）如意山本行寺 （学）畠山学園 はまの幼稚園 法人会 生浜支部
（有）宮崎興業 メディス千葉 浜野
松原建設（株） JFE鋼板（株）千葉製造所 関東ヂーゼル（株） 京王自動車工業（株） 山口耳鼻咽喉科 花見ヶ丘自治会 花見ヶ丘自治会 大樹会
212地区民生員・児童委員協議会 長作松和会 鷹の台自治会地域福祉部 鷹の台自治会高年部いずみ会 （株）ハート 事業推進部 花と緑の会
晴山苑 鷹之台カンツリー倶楽部 花見川団地商店街振興組合 メディアビジネス（株） （有）萬華園緑化 社会福祉法人煌徳会 立山工業（株）
（株）関電工 千葉支店 （株）サンコーユニティ 宅老所・ディサービス「いしいさん家」 東京ガスライフバル千葉（株） あかいし脳神経外科クリニック
（株）千葉正直屋 テルウェル東日本（株）東関東支店 志ん橋寿司 千葉総合ビルメンテナンス協同組合（有）シーオブシービルサービス
京成バス（株）長沼営業所 （株）千葉マリンスタジアム リック（株） 花見川みのり会 花島コミュニティセンター職員有志 （株）オーケー光学
（有）白髭エンジニアリング （株）バルブブランシュ 柏井新田町内会編物グループ 柏井新旧グラウンドゴルフクラブ 柏井新田町内会花と緑の会
柏井新田町内会福祉活動推進員一同 医療法人社団有相会最成病院 （株）ＳＣミート 社協ふれあいサークル一同
八千代台パークハイツ自治会老人クラブひまわり会 211地区民生委員・児童委員協議会 山王病院 （株）
トーカイ 今村商事 ささや菓匠
キャンディーボックス 清水小児科 高洲地区センター振興会 ドリーム＆ドリーム 高洲一中コミュニティづくり懇談会 モンカフェ （株）ガードワン
稲毛海岸地区部会 幸町2丁目地区部会 NPO法人たすけあいの会 たんぽぽ 千葉療護センター パークシティ検見川浜東の街自治会
パークシティ検見川浜西の街自治会 （株）太寿 若葉の丘
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〜

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

社協の会費にご協力を！

200円

千葉市社会福祉協議会

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。
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

中 央 区 事 務 所
花見川区事務所
稲 毛 区 事 務 所
若 葉 区 事 務 所
緑 区 事 務 所
美 浜 区 事 務 所

TEL：043-221-2177
TEL：043-275-6438
TEL：043-284-6160
TEL：043-233-8181
TEL：043-292-8185
TEL：043-278-3252

※「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、
公共施設等への配架を通じて、
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/

