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地域の 和みの場 を目指して

〜認知症わかり合いの会「和みかふぇ（認知症カフェ）」の取組み〜
◀和みかふぇでお茶を飲みながら交流する参加者

▲和みかふぇの会場 cafeどんぐりの木
（美浜区高洲）

和みかふぇ の取組み
●介護の悩みを話したい

●介護に関する情報がほしい

●認知症への理解を深めたい

このような思いを分かち合える身近な場所として、
和みかふぇ はオープンしました。
本市における認知症高齢者の増加傾向は今後も
続くことから
「認知症カフェ」
は、認知症の人と家族を
支える新しい心のよりどころ、
そして地域の人が直接、
認知症の人と交流できる場所としての役割が期待
されています。
代表の前澤さんは、
「これからも認知症の方、介護
家族の方が、地域の方々とともに 心和むひと時 を
過ごしていただきたい。
どなたでも参加できます、
お気
軽にお立ち寄りください。」
とお話しくださいました。
これまで認知症の基礎講座や介護現場の話などの
ほか、時にはミニコンサートも開催し、参加した皆さん
は楽しい時間を過ごしています。

▲ミニコンサートで和みのひととき

開 催 日
毎月第３日曜日 13:00 〜 16:00
会
場
美浜区高洲 cafeどんぐりの木
参 加 費
５００円
問合せ先
メール：mae̲753@crux.ocn.ne.jp

普段の取組みが地域を守る

〜白井地区部会 防犯・防災への取組み〜
白井地区部会エリアでは、若葉区支え合いのまち推進計画の重点取組項目として安全と安心の
仕組みづくりを掲げています。
エリア内の高齢化率は４１．2％。千葉市の高齢化率２３．
９％に比べると
非常に高くなっています。この超高齢化の中で有事に対応するために、地域住民による共助の
取組み
（助けあい、支えあい活動）
で地域の防犯・防災に努めています。

防犯パトロールで犯罪の未然防止!

−多部田町自治会の防犯パトロール隊−

白井地区部会では、防犯パトロールを多部田、野呂、新宮
田、高根ＧＴ自治会で実施しています。
多部田町自治会の防犯パトロール隊は、地区を分けて
徒歩で回る２組と全域を巡回する自動車組の計３班で構成
されています。
３班が月に計６回、
１８時から２０時頃まで巡回
しています。
大人たちの厳しくも優しいまなざしで子どもたちを守り育
み、地域に安全と安心感をもたらすとともに、この2年で
不法投棄が1/3以下に減少したという成果が出ています。

避難所運営委員会の立ち上げ!!!

盛りだくさんの防災訓練!!
多部田町自治会では毎年自治会・消防署・
消 防 団が連 携し、ちびっこから高 齢 者まで
参加して防災訓練が実施されています。
放水体験

●

起震車では震度７を体験

●

大災害時の避難所退避を想定した集合
訓練

●

−白井小学校・公民館避難所運営委員会−

白井地区部会では、
地域を３つに分け、
避難所
運営委員会の立ち上げに取り組んでいます。
すでに立ちあがっている白井小学校地区の
第１回避難所運営委員会では、
●生活の場となる体育館や教室などの使用方法

心肺蘇生法、AEDの取り扱いなどの救命
措置

●

など内容盛りだくさん！

災害時のゴミ処理方法

●

避難所生活のルール

●

などを審議し、配備されている防災資材の
保管状況等の確認や非常用井戸の操作確認
を行いました。
大災害時、行政の支援が来るまで時間がか
かります。
それまでの間は地域住民の力が必
要です。今後は人材の育成なども含め、有事
に備えます。

消防団と放水体験
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クローズアップ地区部会

地域には仲間と歌声がいっぱい

〜幸町一丁目地区部会 アネモネの会（ふれあい・いきいきサロン）〜
幸町一丁目地区部会の「アネモネ
の会」
は、今年７月でちょうど１０年目
を迎えました。
健康上の理由でお医者さんから
「努めて声を出しなさい」
と言われた
数人が、
「みんなで歌おう！」
とスター
ト。口コミで広がり、現在は参加者
が７０人を超えるまでになりました。
参 加 者が 交 代で会 場 設 営などを
担当し、街中で会えば声を掛け合
い、
おしゃべりに花を咲かせて、元気
な毎日を送っています。

会の約束ごと
〜長続きの秘訣〜
●上手にならない！
●発表会をしない！
●引っ込み思案に
ならない！

誰でも、
いつからでも、
参加できる温かい会で
ありたい

取材日は10周年記念日当日、
参加者の皆さんから、
合唱指導の高木啓子さん（左）
ピアノ演奏の畠山由里子さんにサプライズでプレゼント！

100歳以上高齢者数

老人の日を迎えて
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50年間で百歳以上の
高齢者数は300倍以上に
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年
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1,072人
昭和

昭和

住民基本台帳に基づく百歳以上の高齢者の
総数は58,820人です。
百歳以上の高齢者の数は国が統計を取りは
じめた昭和38年には全国で153人でしたが、昭
和56年に千人を越え、平成10年に1万人、平成
24年に５万人を超えました。
このような統計からも日本の長寿化が見て
取れます。

58,820人

「日常生活自立支援事業」をご存知ですか？
自分ひとりで契約などをすることや、
お金の管理に不安がありそうな方はお近くにいませんか。
千葉市社協では、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理のお手伝いをすることで、高齢の方や
障害のある方が地域で安心して生活できるよう支援する日常生活自立支援事業を行っています。
●どんな人が利用できるの？（対象となる方）
千葉市内で生活されている方

●

自分ひとりで福祉サービスの契約などの判断や手続きをすることが不安な方、
お金の管理に困っている方など

●

ご本人が利用を希望していて、
この事業でお手伝いする内容を理解いただける方（契約能力のある方）

●

●どんなサービスがあるの？（支援の内容）
福祉サービスの利用援助

財産管理サービス（日常的な金銭管理）

財産保全サービス（書類等のお預かり）

福祉サービスを安心して利用できる
ようにお手伝いします。

毎日のくらしに欠かせない、
お金の
出し入れをお手伝いします。

大切な書類や通帳、印鑑などをお預
かりします。

●利用料金
利用料

年会費
年額3,600円
（月あたり３００円）

福祉サービス利用援助・財産管理サービス ▶１時間未満 ５００円
（以降、30分ごとに５００円加算）
財産保全サービス ▶3,000円/年（月あたり250円）

※サービスを行うための交通費はご利用者様の負担となります

問合せ先 千葉市成年後見支援センター（千葉市社会福祉協議会内） TEL：043-209-6000

参加者募集！ 講座のご案内
皆様のご参加をお待ちしております。
ボランティア講座

パパ・ママのための
赤十字救急法スクール
対

象 乳幼児を持つ保護者

費

用 1人100円
（保険料として）

そ の 他 託児あり、動きやすい服装で
申

込 10月1日
（木）
から受付

花見川区
（土） 10:00 〜 12:00
日 時 10月17日
会 場 花見川保健福祉センター 3階
定 員 20人（先着順）
問合せ先 TEL:043-275-6438
FAX:043-299-1274

中央区
（土） 10:00 〜 12:00
日 時 10月24日
会 場 きぼーる11階
定 員 30人（先着順）
問合せ先 TEL:043-221-2177
FAX:043-221-6077

ボランティアの基本と傾聴
（月）…講義「ボランティアとは」
日 時 11月9日
11月11日
（水）・18日
（水）…講義・実技「傾聴とコミュニケーション」
13:30 〜 15:30 全3回
会 場 緑保健福祉センター 2階
定 員 20人（先着順）
対 象 市内在住・在勤・在学の方
（木）
から受付
申 込 10月1日
問合せ先 緑区ボランティアセンター
TEL:043-292-8185 FAX:043-293-8284

手話講座・入門フォローアップ
日 時 講義・実技11月10日(火)・17日(火)・24日(火)・12月1日(火)
13:30 〜 15:30
実習１２月２日
（水）以降の1日、手話サークルで手話体験 全5回
会 場 稲毛保健福祉センター 3階

定 員 20人（先着順）

対 象 初心者向けの手話を習った経験のある方
申 込 10月15日
（木）
から受付
問合せ先 稲毛区ボランティアセンター
TEL:043-284-6160 FAX:043-290-8318
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赤い羽根共同募金運動が１０月１日スタートします！
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。
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。

地 域でのサロン活 動 や 見 守り活 動など支え合い
活動に使われる他、市内の社会
福祉施設・団体への活動助成、
災害見舞金等として使われて
います。

〜12月1日からは、
歳末たすけあい募金も始まります〜

ふれあい・いきいきサロン

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

ボランティア活動中の万一の事故に備えましょう

問合せ先 千葉市ボランティアセンター TEL：043-209-8850
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子どもルームで働きませんか？

急募

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

（更新あり）
雇 用 条 件（１）雇用期間：雇用された日から平成２８年３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：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）

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５月〜平成２７年７月

【社会福祉事業資金】扇田こどもルーム父母会 株式会社ニチレイ 高津みどり音楽事務所 千葉工業同窓会ゴルフ同好会 フレスポ稲毛テナント会
ＮＥＸＵＳ株式会社スーパーＤ ステーション千葉みなと店 リサイクルセール・キャベツの会

若葉区民ゴルフ会

匿名（２件）

【交通遺児基金】木之本 静枝 そごう・西武労働組合 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 フレスポ稲毛テナント会

匿名

【ボランティア基金】五十嵐 治子 藤川 勇 千葉市障害者福祉センター 千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体地域交流委員会 フレスポ稲毛テナント会
【物品】在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会 千葉トヨペット株式会社 匿名

NEXUS株式会社 スーパーＤ ステーション千葉みなと店様

賛助会員のご紹介

在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会様

千葉トヨペット株式会社様

ご支援・ご協力ありがとうございます

平成2７年５月〜平成２７年７月

順不同・敬称略

医療法人グリーンエミネンス介護老人保健施設うらら 株式会社アレスト 花見川ライオンズプラザ自治会 花見川ロイヤル自治会
社会福祉法人うぐいす会稲毛グループホーム 高洲第一中学校地区コミュニティづくり懇談会 トレンディワールド（株）キッズルームチャコ 社会福祉法人寿好会
社会福祉法人三育ライフシャローム若葉 グループホーム羽衣 グループホームゆるいの里 桜が丘晴山苑 特別養護老人ホーム更科ホーム
特別養護老人ホーム恵光園 社会福祉法人淑徳福祉会淑徳共生苑 介護老人保健施設純恵の郷 特別養護老人ホームローゼンヴィラはま野
特別養護老人ホーム清和園 特別養護老人ホーム第2いずみ苑 特別養護老人ホームソレイユ千葉北 トップケアサイエンス有限会社
社会福祉法人穏寿会 特別養護老人ホームセイワ若松 社会福祉法人つどい障害福祉サービス事業所あやめ 愛ケアサービス 社会福祉法人萩会
社会福祉法人宝壽会若葉泉の里 株式会社オフィス聖 ダスキン長沼原 有限会社市原オートサービス 株式会社アクアプラント 有限会社富士電機
株式会社世広 有限会社豊田恒産 グループホーム宮田 グループホーム中野 グループホーム月の里 総泉病院 ワタミの介護レストヴィラみつわ台
みつわ台2丁目南部自治会 みつわ台一丁目町内会 第5・第6みつわ台ハイツ自治会 みつわ台3-13団地住宅管理組合 みつわ台3丁目自治会
みつわ台4丁目自治会

平成2７年2月〜平成２７年4月
鶴岡 喜嗣 花見川ロイヤル自治会 鷹の台自治会婦人部
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。

はーとふる千葉
社会福祉
法
人

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。

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/

