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ちょっと寄っていきませんか？
！

幸町２丁目地区部会 〜特別養護老人ホームしょうじゅ美浜内に「カフェさいわい」がオープン〜
美浜区幸町の特別養護老人ホームしょうじゅ美浜内、
地域交流スペースに、
『カフェさいわい』
がオープンしま
した！
４月４日
（月）
に行われた開所式には多くの方が参加
し、新たな地域のコミュニティの場として、期待が高まって
います。

▲地域の皆さんの協力によりOPEN!

『カフェさいわい』は、千葉市あんしんケアセンター
幸 町と、地 域 の 見 守り活 動を行っている みまも〜れ
幸町 の安心協力員の皆さんが中心となり、
「地域の高齢
者が気軽に集える憩いの場所を作りたい！」
との思いから
始まりました。
しょうじゅ美浜の全面的な協力により、地域
交流スペースや台所設備を無償でお借りすることとなり、
幸町２丁目地区部会も協力しオープンに至りました。
運営するボランティアさんも１８人が登録し活動中
です。新たなボランティア活動の場としての役割も期待
されます。
▲ついつい長話に…
開設日には、約４０人が訪れています。お友達３人で
来店されていた方にお話をうかがいました。
「団地の掲示板で知り、今日初めて来ました。気軽に入れる雰囲気で、
コーヒーも美味しい！ついつい
長居をしてしまいました」
とのこと。今後は、子育て中のお母さん達にも利用を呼びかけて行く予定
です。

場

所

特別養護老人ホームしょうじゅ美浜 地域交流スペース内（美浜区幸町２−１２−２）

開設日時

祝日を含む毎週月曜日
（年始は除く） 11：00 〜 15：00

料

コーヒー・紅茶 100円

金

義援金で震災被害を支援
熊本地震災害義援金の街頭募金活動
さまざまな団体により熊本地震災害義援金の募金活動が行われています。
ここでは、千葉市こと
ぶき大学校学生、淑徳大学学生、昭和学院秀英中学校・高等学校生徒、千葉市赤十字奉仕団員、
千葉経済大学附属高等学校生徒が4月末から5月初めに千葉駅東口で実施したものを紹介します。
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①千葉経済大学附属高等学校生徒 ②千葉市ことぶき大学校学生
③千葉市赤十字奉仕団員 ④淑徳大学学生 ⑤昭和学院秀英中学校・高等学校生徒

この募金活動で集まった467,326円は、
日本赤十字社を通じて被災地に送金し、全額を被災され
た皆様にお届けします。

義援金の受付窓口
本会では、熊本地震の被災者を支援するための義援金を受け付けており、5月31日時点で2,650,849円
が集まりました。
平成２８年６月３０日
（木）
まで、下記にて受け付けておりますのでご協力お願いします。
千葉市社会福祉協議会
中央区千葉寺町１２０８−２
（千葉市ハーモニープラザ３階）
中 央 区 事 務 所 中央区中央4-5-1（Qiball きぼーる11階）
花 見 川 区 事 務 所 花見川区瑞穂1-1（花見川保健福祉センター3階）
稲 毛 区 事 務 所 稲毛区穴川4-12-4（稲毛保健福祉センター3階）
若 葉 区 事 務 所 若葉区貝塚2-19-1（若葉保健福祉センター4階）
緑 区 事 務 所 緑区鎌取町226-1（緑保健福祉センター2階）
美 浜 区 事 務 所 美浜区真砂5-15-2（美浜保健福祉センター2階）

問合せ先 社会福祉課 支援係 TEL：０４３-２０９-８８６８
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とどろきっこ食堂って？
― 稲毛区轟町の子ども食堂の取り組み ―
家族の仕事の状況や習い事など
の様々な理由から一人で食事をす
る子どもが増えています。
そのよう
な背景のなかで、栄養満点の食事
をみんなで食べようという
「子ども
食堂」の取組みが各地で始まってい
ます。
「とどろきっこ食 堂」は、地 域 の
居場所づくりを考えていた轟町の
住民である青木さんとひとり親家
庭の支援活動を行いながら子ども
食堂という取り組みに興味を抱い
ていた西垣さんの出会いがきっかけとなりスタートしました。
子どもが一人で気軽に入れることを大切に考え、地域の仲間たちと平成28年1月に始まった
「とどろきっこ食堂」
ですが、
第1回は子ども、大人を含めて３９名が参加しました。
その後、
月1回のペースで実施するなかで、代表の
青木さんは子どもたちへの食を通じた支援のイメージ
が少しずつ変わってきたと実感しています。
それというのも、参加者は、子どもたちだけでなく、
子どもの親世代や地域のお年寄りなど幅広く、様々な
人たちが気軽に集まれる雰囲気が出来始めたから
です。
参加した子どもたちからは「まわりの大人の人たち
が優しくて、一緒にたこ焼き作りしたのが楽しかった」
「初めて会ってもすぐに仲良く遊べるようになって楽し
かったので、
また行きたい」
との声が聞かれました。
「スタートしたばかりの活動ですが、
これからも
『とど
ろきっこ食堂』
で、子どもを地域で見守りつつ、地域の
交流の場として幅広い世代が繋がりを持てるまちづく
りを進めていきたい、地域が育つ場所は人が育つ場所
です」
と青木さんは話しており、強い熱意を感じました。

「とどろきっこ食堂」開催スケジュール（予定が変更になる場合もあります）
６月２６日（日）
１１：３０〜１４：００ ７〜１１月は各月の最終土曜日の１１：３０〜１４：００に開催。
１２月は計画中
連絡先：TEL ０80-5437-0898
担

会

かね だ

場：市営住宅轟第一住宅集会室

参加費：子ども 無料 おとな ５００円

当：金田さん（平日のみ）
3

３０食
限定

ちょっとした気配り・優しさを！
〜 ご存知ですか「障害者差別解消法」〜
平成２８年４月１日、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」
が施行
されました。
この法律は、障害を理由に不当な扱いをせず、気配り、気遣い、
ちょっとした工夫で、やさしい取組みが
広がる社会をつくることを目指しています。
例えば、以下のように
「障害がある」
という理由だけで入学を拒否されたり、
アパートを貸してもらえな
かったりすることは差別的な取り扱いにあたります。
また、国や市町村などの役所や、会社や店などの事業者は、以下の右側のように障害のある人が困って
いるときに、
その人の障害に合った工夫により対応することが求められています。

禁止されていること

役所がすること
（事業者：努力義務）
障害のある人の障害
特性に応じて、座席を
決める。

受付の対応を拒否する。

障害のある人から、
「自分で書き
込むのが難しいので代わりに書い
て欲しい」
と伝えられたとき、代わ
りに書くことに問題がない書類の
場合は、その人の意思を十分に
確認しながら代わりに書く。

本人を無視して介助者や
支援者、付き添いの
人だけに話しかける。

意思を伝え合うために
絵や写真のカードや
タブレット端末などを使う。

学校の受験や、入学を拒否
する。

障害者向け物件はないと
言って対応しない。

段差がある場合に、
スロープ
などを使って補助する。

合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。
合理的配慮サーチ

保護者や介助者が一緒に
いないとお店に入れない。

検索

合理的配慮サーチでは、障害の種別や生活の場面から事例を
さがすことができます。法の施行と相まって、今後、
さらに具体例
を収集・蓄積し、内容を充実させていきます。

障害者にとって、社会における様々なハードルやバリアは
「障害」
となっていますが、実際は制度や人々
の偏見など、社会の仕組みに原因があり、
ちょっとした気配りや工夫によって解決できる場合もたくさん
あります。
この法律では、役所や事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接す
るような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。
一方で、差別のない社会の実現に向け、一般の方も広くこの法律の趣旨や内容について理解すること
は大変重要です。
本会では、小・中学校の児童・生徒を対象に障害についての理解、福祉意識の向上を図るため ふれ
あいトーク や 福祉体験用具の貸し出し などの事業に取り組んでいます。
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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
（３）夏季補助員：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２９年３月３１日
夏季補助員は７月１９日〜８月２９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）
（祝日・振替休日・年末年始除く）のうち、指導員は
（３）勤
務
日：月曜日〜土曜日
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日以上の勤務。
※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
敬称略・50音順

平成２８年２月〜平成２８年４月

【社会福祉事業資金】

ITS（株） 社会福祉法人愛の園福祉会 幕張海浜保育園 石川 トモ子 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 （株）いなげや千葉桜木店 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 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 鈴木 健仁
蘇我いきいきセンター設置募金箱 高津 みどり 千葉県生涯大学園芸科ＯＢ園芸友の会 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
都賀いきいきセンター設置募金箱 都賀公民館設置募金箱 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 花輪クラブ
平和公園管理事務所設置募金箱 （株）ベルク 松ヶ丘公民館設置募金箱
緑いきいきプラザ設置募金箱 緑が丘公民館設置募金箱 宮崎公民館設置募金箱
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（２件）

【交通遺児基金】
１０４地区民生委員児童委員協議会 １０５地区民生委員児童委員協議会

【ボランティア基金】

千葉トヨペット株式会社様

五十嵐 治子 稲毛区事務所設置基金箱 VEGA
（株）エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱 桜木公民館設置募金箱 柴崎酒店
炭火焼肉樹苑設置基金箱 土気公民館設置募金箱 フードショップみやもと設置募金箱
藤川 勇 フジゴルフパーク設置募金箱 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

【物品】
千葉トヨペット（株） （株）ツルハホールディングス 中根 礼子
（株）マルハン千葉北店 匿名（1件）

美容ボランティアCHIBA
美容ボランティアCHIBA様
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賛助会員のご紹介

ご支援・ご協力ありがとうございます

平成2７年11月、12月

敬称略・団体、
法人は代表者名を省略させていただきました。個人、
法人、
50音順。

秋元 孝敏 伊藤 節子 木津 孝子 草薙 仁一郎 田中 清
エヴァーグリーン青葉の森管理組合 榎本建築設計事務所 小野寺産婦人科 柏戸病院 協和クリーン（株） （有）新宿ラヂエーター研究所
司法書士法人鳥海事務所 （有）なりたホテル 西千葉稲荷奉賛会 （有）松崎建築事務所 読売センター西千葉武田新聞店 立正安国会

平成28年2月〜平成28年4月
和泉 佳子 臼井 日出男 落合 武徳 加藤 百合子 門山 美千代 菊谷 ひろ 黒川 泉 小池 澄男 佐々木 美智子 佐藤 忠治 杉山 武
高橋 信之 鶴岡 喜嗣 刀根 洋 長嶋 洋二 中臺 昭宏 野與 邦子 林 昇志 原田 雅男 皆川 あや子 諸岡 八百子 安田 敬一 吉田 良子
渡辺 統道 綿貫 尚 愛ケアサービス あかいし脳神経外科クリニック 宅老所･デイサービス「いしいさん家」 磯辺七丁目西自治会役員会
市原警備保障（株） （株）SCミート 榎本医院 （株）オーケー光学 特別養護老人ホーム小倉町いずみ苑 社会福祉法人オリーブの樹 （株）ガードワン
柏井新田町内会編物グループ 柏井新田グラウンドゴルフクラブ 柏井新田町内会花と緑の会 柏井新田町内会こぶしの会 （有）春日不動産
（株）香取 カフェ･トポス （株）環境工学研究所 関東ヂーゼル（株） （株）関電工 日下医院 （株）グリーンタワー 京成バス（株）長沼営業所
京王自動車工業（株） （有）コーケン 社会福祉法人煌徳会 指定障害福祉サービス事業所さいわい さかえ寿司
障害福祉サービス事業所 桜が丘晴山苑 特別養護老人ホーム更科ホーム （株）サンコーユニティ JFE鋼板（株）千葉製造所
社協ふれあいサークル一同 （有）白髭エンジニアリング 志ん橋寿司 晴山苑 （株）セレモ千葉駅北口ホール 社会福祉法人泉寿会 いずみ苑
特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ 総泉病院 高洲地区センター振興会 鷹の台自治会高年部いずみ会 鷹の台自治会地域福祉部
鷹の台自治会婦人部 鷹之台カンツリー倶楽部 ＮＰＯ法人たすけあいの会たんぽぽ 立山工業（株）
社会福祉法人千葉アフターケア協会 ハピネス浜野 （株）千葉正直屋 千葉市立高校野球部ＯＢ会
社会福祉法人千葉ベタニアホーム 旭ヶ丘母子ホーム （株）千葉マリンスタジアム 千葉療護センター 中央労働金庫千葉県本部 重俊院
東京ガスライフバル千葉（株） 東急町内会 社会福祉法人徳和会 （有）土気医療サービス 土気ヘルパーステーション 長作松和会 （株）長友
特別養護老人ホーム中野園 特別養護老人ホーム菜の花園 鍋嶋眼科医院 211地区民生委員児童委員協議会 宗教法人如意山本行寺
学校法人 能勢学園 高浜幼稚園 グループホーム ハーモニーそが グループホーム羽衣 パシオン稲毛海岸 学校法人畠山学園はまの幼稚園
ケアハウスはつらつ浜野 花と緑の会 花見ヶ丘自治会 花見ヶ丘自治会 大樹会 花見川サンハイツ自治会 花見川団地商店街振興組合
浜野長嶋内科 （株）バルブブランシュ (有)ファースト商事 （株）ベストサポート （株）ベネッセスタイルケア ボンセジュール 社会福祉法人鳳雄会
カフェ
松原建設（株） マルシン興産（株） （有）萬華園緑化 （株）宮﨑興業 NPO法人みらい工房 メディアビジネス（株） メディス千葉浜野 モン、
八千代台パークハイツ自治会老人クラブひまわり会 山口耳鼻科咽喉科 医療法人社団有相会最成病院 医療法人社団有相会ゆうあい苑
ゆりの木クリニック リック（株）
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。
受講者募集

災害ボランティアセンターで
あなたの力を活かしませんか
千葉市ボランティアセンターでは、千葉市に大規模な災害等が発生
した際に開設する「災害ボランティアセンター」の運営ボランティア
講座を開催します。

日

時 7月16日（土） 9:00〜16:00
7月23日（土）10:00〜16:00
7月30日（土） 9:00〜12:30 （全3回）

〜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！
住民会員 市内在住の世帯または個人 一口

年会費

特別会員 福祉施設・団体等

一口

3,000円

賛助会員 企業・法人等

一口

10,000円

本会の各区事務所は、市民の皆さんの身近な窓口です。
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

会

場 花見川区ボランティアセンター
たら、
どうぞお気軽にご相談下さい。
（花見川区瑞穂1-1花見川保健福祉センター内）

定

員 30人（先着順）

参 加 費 無料
そ の 他 7月16日、
23日の昼食は各自でご用意ください。

問合せ先
千葉市ボランティアセンター
TEL：043-209-8850 FAX：043-312-2886
（日、
月曜日、祝日休館）

200円

問合せ先

千葉市社会福祉協議会

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。

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

