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千城台東南・金親地区部会

地域の様々な団体との連携による活動
千城台東南・金親地区部会では、高齢者が
「気軽に過ごせる居場所づくり」
に取り組んでいます。
今回は、
その様々な活動の中から、地域の学校や施設などと連携した活動を紹介いたします。

小学校との連携
「ふれあいサロン南町」
は、千城台南小学校の余裕教室を利用
し、平成１４年からスタートしたいきいきサロンです。
サロンの場所
を借りるだけでなく、年６回児童とにぎやかな交流もあるのが大き
な特徴です。
このサロンをきっかけに年に１回、地域のボランティアの方や
地区部会関係者が、昔あそびやものづくり、手話などを児童に
教える
「地域の方に教わる会」
も開催されるようになり、
ますます
交流が深まっています。

▲ものづくりにチャレンジ！

大学との連携
「ふれあいサロン憩」
には、年6回植草学園短期大学の学生さん
が授業の一環として、
ゲームなどのレクリエーションの企画・参加
をしてくれています。参加者からは、
「若い学生さんと交流ができ
刺激をもらえて嬉しい！」
という感想も寄せられています。

教会との連携
▲植草学園短期大学学生との世代を越えた交流

「ふれあいサロン東町」
は、
まちにある教会の一室を会場として
借用し、開催するようになりました。手話を覚えたり、
フラメンコや
マジックなどを楽しく観覧しています。

高齢者施設との連携
千城台東南・金親地区部会では、特別養護老人ホームちば
美香苑で作ってもらったお弁当でふれあい食事サービスを実施し
ています。高齢者施設で作られるお弁当は、使用している食材を
はじめ、塩分量、
エネルギー量まで高齢者に配慮されており、利用
者からもとても好評です。
また、
ボランティアが利用者宅までお届けすることで、見守りを
兼ねています。
お弁当箱を回収するときに、利用者さんからお礼の
▲「いつもありがとう」の声に心が温まります
お手紙が添えられていることもあり、
ふれあいのある活動となっています。

地域のつながりを構築
― 生活支援コーディネーターの取り組み ―
平成27年10月から、各区に生活支援コーディネーターが配置されています
（下欄参照）。
生活支援コーディネーターは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていくために、
社協地区部会、あんしんケアセンター、介護事業者やボランティアグループ等と協力して必要な
仕組みを作るなど、支援体制の充実・強化を図っています。
本会では緑区を担当しており、現在、見守り活動、ふれあい・いきいきサロン、ボランティア活動
（３ページ）、福祉事業所を利用した活動（４ページ上段）
など支援に結びつく身近な活動の把握を行っ
ています。
今後は、高齢者に必要とされるゴミ出しや電球交換などを地域住民同士で助け合える仕組みに
するなど、地域のつながりの構築を進めます。

生活支援コーディネーターのイメージ
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社会福祉協議会
介護ケア・
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介

いつまでも元気に暮らすために…

護

地域でのたすけあい活動やサロン活動の立ち上げを検討している方は、生活支援
受託事業者
一覧
コーディネーターにお気軽にご相談ください。

区

名

事業者名

住

所

電話番号

中 央 区 （社福）煌徳会

新千葉3-10-20 新千葉一倫荘内 2 1 6 - 2 1 3 1

花 見 川 区 （株）エイゼット

さつきが丘1-44-24

ＶＡＩＣコミュニティケア研究所 園生町1107-7
稲 毛 区 （特非）

306-2220
290-8015

若 葉 区 （社福）三育ライフ

若松町2170-8 シャローム若葉内 3 0 8 - 3 0 2 0

緑

鎌取町226-1 緑保健福祉センター内 2 9 2 - 8 1 8 5

区 （社福）千葉市社会福祉協議会

美 浜 区 （特非）たすけあいサポートアイアイ 磯辺1-9-18
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277-2852

各区ボランティアセンターを利用している身近な活動
― あなたも参加してみませんか！―
今回は稲毛区の介護予防や身近なボランティア活動につながる活動事例をご紹介します。
各区のボランティアセンターでは、地域のさまざまな活動のためにボランティア活動室を利用する
ことができます。

脳トレ稲毛会
「脳トレ稲毛会」は、千葉市主催の「脳の
健康教室」参加メンバーの有志が、教室の
修了後もトレーニングを続けていきたいとい
うことから結成されたグループです。
トレーニングは、大きな声を出すことから
始まり、
口の体操や音読、簡単な計算問題、
体操メニューなどを行います。ひと通りこな
すと、皆さん脳や身体機能が活性化され、
いきいきとした様子です。
参加者からは、
「みんなと会えるのが楽し
み」、
という声も聞かれ、認知症予防に留まら
ず、楽しく過ごすきっかけにもなっています。

タオル帽子
ボランティアグループ「タオル帽子」
は今から5年ほど前に活動を開始し、
がんなどの薬の副作
用で脱毛に悩む方々にと、
日常で使いやすいタオルの帽子の製作をしています。
代表の坂元さんが、数年前のテレビなどで
紹介されたタオル帽子製作活動をきっかけ
に、ご自身の洋裁の経験を活かし、誰でも
簡単に作れる方法を考案しました。
このことが活動を身近にし、
メンバーが
集まり、結成後から今までに2,000個以上を
作り、千葉県がんセンターやこども病院など
に寄贈しています。帽子はとても喜ばれ、
メン
バーのやりがいに繋がっており、最近では、
外出時のおしゃれ用のものを考えるなど、
アイディアを出し合い楽しい活動を続けてい
ます。

保健福祉センター内ボランティア活動室の利用に関する問合せ先
［中央区］TEL：043-221-2177 ［花見川区］TEL：043-275-6438 ［稲毛区］TEL：043-284-6160
［若葉区］TEL：043-233-8181 ［緑

区］TEL：043-292-8185 ［美浜区］TEL：043-278-3252
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地域に開かれた福祉事業所
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会

でい・さくさべ

「でい・さくさべ（稲毛区作草部2-4-5）」
は、知的障害のある方やそのご家族のため
の障害福祉サービス事業所です。事業所内
のパン工房では、計る人、混ぜる人、
こねる
人、切る人、包む人…それぞれが得意な工程
を任されて、
「こだわり卵のシフォンケーキ」
などの商品が生み出されています。
このような事業を展開する一方で、平成
11年の開設当初から地域に開かれた事業
所として、
バザー活動などに事業所の一部を
開 放して、積 極 的に近 隣 団 体との 交 流も
図っています。
平成１３年からは施設としては市内で初めて
「ふれあい・いきいきサロン」の開催会場にもなっ
ています。
サロンは、事業所職員ではなく近隣の社協３０１(作草部・天台)地区部会のボランティ
アが、高齢者のために毎月各１回開催しています。
参加者の方々からは
「普段は一人で退屈しているけど、
サロンのある日はちょっと歩いていって
皆と話ができるから楽しい。」
という声があがります。同時に「でい・さくさべ」の事業所内で知的
障害のある人たちと一緒に時間を過ごすことで、
日中活動や利用者の方々を身近に感じるように
なり、事業所内の方々への深い理解も進んでいます。

平成２８年度子どもルーム職員募集！
業 務 内 容 利用児童の生活・遊びの指導及び安全管理

急募

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）、社会福祉士
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
雇 用 条 件（１）雇用期間：平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日
（更新あり）
（２）賃 金 等

指 導 員：月額１４６，
０００円（賞与３か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。
※随時募集も行っていますので、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）
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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！
！

募金実績報告

【平成２８年2月19日現在 千葉市支会取扱】

平成２７年度募金実績額

赤い羽根募金（一般募金）

歳末たすけあい募金

募金内訳

戸別募金

19,819,628円

8,885,252円

街頭募金

693,917円

767,589円

法人募金

1,966,390 円

715,600円

学校募金

1,967,446 円

−

職域募金

1,451,313 円

584,492円

56,280 円

61,878円

100 円

12,200円

2,308,188 円

247,267円

28,263,262 円

11,274,278 円

イベント募金
個人募金
その他の募金

合

計

千葉市支会では、毎年より多くの方々から、
ご協力をいただけるよう取り組んでおります。例年、町内自治会を通してご協力いただいて
おります戸別募金の他に、多くの企業などから法人募金または職域募金としてご協力をいただくことができました。

募金活動風景

子どもたちや地区部会等の皆様の呼びかけで、街を行く人々が立ち止まり、募金にご協力くだ
さいました。

ボーイスカウト千葉第1団

明聖高等学校

光風台三育小学校

募金の主な使いみち
●地区部会が実施する事業（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、
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の活動等）
●民間保育園が実施する事業（遠足や運動会など）
●市内障害児・者団体への運営費の補助
●福祉施設、団体の歳末行事（クリスマス会や新年会など）
●在宅の重度心身障害児の養育者への助成
●ボランティアセンターの運営

山王地区部会

千葉市母子寡婦福祉会

グループホームたんぽぽ

ふれあい・子育てサロン

秋の栗拾い

クリスマス会

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
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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１１月〜平成２８年１月

【社会福祉事業資金】鈴木 健仁 ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所 ＪＦＥちばまつり実行委員会 社会福祉法人孝明会 特別養護老人ホーム昌晴園
全建総連千葉建設労働組合

東京ガス幕張ビル 日蓮宗千葉県東部宗務所

花見川いきいきプラザ設置募金箱

宮崎公民館

匿名（2件）

【交通遺児基金】セブンスデー・アドベンチスト千葉教会 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

第１１５地区民児協

真砂エレガンス

【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 としまや弁当おゆみ店設置募金箱
【物品】匿名

社会福祉法人孝明会
特別養護老人ホーム昌晴園様

賛助会員のご紹介

セブンスデー・アドベンチスト
千葉教会様

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１１月〜平成２８年１月

相楽 弘子 武井 雅光 土岐 四郎 影山 成己 石原 康子 村田 幸子 伊藤 久恵 金子 全喜 鈴木 和男 佐々木 昭博
亀山 継夫 花輪歯科医院
（有）田原海事 （有）藤清 （有）松丸物産 212地区民生委員児童委員協議会 京葉エナジー（株） （有）日本クオリティセンター （有）テクノセンター
（株）太田住建 今村商事 ささや菓匠 キャンディーボックス 山王病院 木内クリニック （株）
トーカイ 池上内科医院 新都市不動産コンサルタント
学校法人千葉経済学園 学校法人千葉敬愛学園 NPO法人介護サポートつくしんぼ マリンムラヤマ 代表 村山 一也 社会福祉法人兼愛会 しょうじゅ美浜
古峡みはまクリニック 幸町中央診療所 社会福祉法人千葉ベタニヤホーム 旭ヶ丘母子ホーム 誉田商店会
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。
広告

本会のホームページアドレス・メールアドレスが変わりました。
新しいホームページアドレス

http://www.chiba-shakyo.jp

新しいメールアドレス

info@chiba-shakyo.jp

※「.com」が「.jp」に変わりました。

※「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。

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.jp

