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流しそーめんと昔遊びで夏休みを満喫
〜地域の力による多世代交流イベント〜
万華鏡、
きれいに見えるかな ▶

▲ スイカにちゃんと当たるかな？

◀ 本物の青竹を使った
流しそーめんは大好評
こて はし

７月２４日
（日）
に、犢橋地域福祉交流館で
「流しそーめんと昔遊びの会」
が開催されました。
地域の子どもたちとお年寄りが、万華鏡の作成やどんぐりこま、
あやとりなど伝統的な遊びを楽し
んだ後には、青竹の香りがさわやかな流しそーめんを堪能。最後のスイカ割りでは大歓声が上がりま
した。
参加者は年々増加しており、今回は１５６人にのぼりました。
また、地域の児童養護施設ほうゆう・
キッズホームの子どもたちも毎年一緒にイベントを楽しんでいます。
参加した子どもたちからは
「スイカ割りではずしたので手がしびれたけど、最後はスイカに当たっ
た。
とっても楽しかった」、
「流しそーめん、
はじめてやった。
たくさん食べてたぬきのお腹みたいにおっ
きくふくれた」
などの声が聞かれました。
主催は犢橋地区部会を始め、地区の町内自治会連絡協議会、青少年育成委員会、民生委員児童
委員協議会、老人クラブからなる犢橋ふるさとづくり実行委員会です。近年、集合住宅の普及など
居住形態の変化などにより、地域とのつながり、隣人との関わりを持たない子育て世代が増えてい
ます。
イベントを通して多世代間の交流を促進し、顔が見える関係を作り、地域への愛着を育むことで、
「地域の子どもを地域で育てる」
ことを実践しています。

今回の一連の地震で亡くなられた皆様に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。

益城町災害ボランティアセンターから見る復興支援
〜熊本県益城町への職員派遣〜
益城町に派遣されたのは発災から
二か月ほど経過した7月。連日の厳しい
暑さの 中、被 害 の 大きかった益 城 町
中心部では未だに解体や撤去の進まな
い全壊家屋が多く残されていました。
住民の方々は、避難所での生活や
地震の恐怖から子どもが自宅に戻るの
を嫌がるなど、
テント暮らしや車中泊を
余儀なくされていました。
社 協では災 害 時に備え、社 協 間で
災害支援協定を締結しており、今回は
被害の大きい地域で倒壊した家屋
これに基づき、千葉市社協から職員5人
が熊本県へ派遣されました。
現地では、被災者からの支援要請受付や全国から駆けつけるボランティアの受け入れ、
派遣先の調整、送り出しなどをはじめと
した災害ボランティアセンターの支援
業務に携わりましたが、頻発する余震に
よりボランティアの派遣ができなかっ
たり、支援要請の内容と現地での活動
が異なりスムーズに支 援が行えない
など、支援の難しさを感じました。千葉
市社協からの職員派遣は終了しました
が、被災した地域が一日も早く復旧・
復興することを願うところです。
災害ボランティアセンターで必要とされている支援や
活動内容（廃材撤去など）を職員がボランティアに説明

もし、千葉市で災害が起こったら
千葉市は、東京湾北部地震が想定されており、千葉市地域防災計画では、千葉市社協は行政及
び各関係機関と連携を図り、
ボランティア活動の拠点となる災害ボランティアセンターを開設・運営
することが明記されています。
私たちは、阪神淡路大震災をはじめ、被災地での様々な復旧・復興支援を経験するなかで、
災害ボランティアセンターの運営に被災地域の住民ボランティアの協力を得ることの重要性を
感じています。地域の地理をよく知る住民ボランティアが、全国から駆け付けるボランティアに、
市内の被災地域への行き方を詳細に伝えていただくことで、活動がスムーズに行えます。被災した
地域の早期復旧・復興には、地域住民ボランティアの協力が必要不可欠なのです。社協では皆様
の力を借りて、復旧・復興のお手伝いをしていきます。
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未来ある子どもたちのための

〜2016わかばCBT（チバタウン）こどものまち＆第12回わかば子育てフォーラム〜
7月18日に同時開催

わかばの頭文
字
﹁W﹂でポー
ズ！

7/18 植草学園大学（小倉キャンパス）

2016わかばCBTこどものまち
〜「こどものまち」
とは、子どもだけで主体的に、お店や会社の疑似体験をする まち づくりを
その対価としての 通貨 を使った買い物などの疑似社会
企画し、実際に まち のお店や会社で働き、
体験をすることで、社会へ参加することを学ぶ取組みです。
〜
7月18日、約300人の子どもたちが植草学園大学に集まりました。
お仕事センターで仕事を探し、
ゲームコーナーやフードコートの店員、銀行員などの仕事をすること
で通貨をゲットします。働いて得た通貨を使い、
お店で食べたり遊んだりするなかで社会の仕組みを
体験しました。
参加した子どもたちからは
「銀行は、
たくさんの人がお金を引き出しに来て忙しかったけど、
まちの
賑わいを感じることが出来て嬉しかった」
「来年はもっと良いまちにしたい」
との声が聞かれました。
企画段階から まち づくりに参加した子どもたちは、疑似社会体験のなかで、問題点を見つけ、解決
する方法を考えながら協調性や創造性を学ぶ事が出来たようです。
また、子どもたちの発案で、わかばCBTを通して被災した熊本の子どもたちを元気づけたいとの
思いから
「Reach to くまもとプロジェクト」
として、
ビデオレターで応援メッセージを届けました。

つながろう！第12回わかば子育てフォーラム
〜わかば子育てフォーラムは、若葉区の子育て支援団体のネットワークづくりをとおし、子育て中の
親の育児力の向上と子育ての情報交換を目的に設立しました。
〜
今回の同時開催では、
「こどものまち」の会場に入れない保護者のために子どもたちの様子を
「LIVEカフェ」
で生中継したり、育児・子育てについての相談を保護者から受けたりしました。
また、
「こどものまち」にまだ参加できない乳幼児が絵本や手作りのおもちゃを楽しめる
「ハッピー
こどもえん」
を実施しました。

子育て支援活動の充実が、子育て中の親御さんの不安を解消し、子どもの健全
な育成につながります。社協ではこのような子育て支援団体を応援・サポート
しています！
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「くらし」や「しごと」で、不安やお困りはありませんか？
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・仕事・
家族・健康などさまざまな問題で困っている方や不安を抱えている方のご相談をお受けしています。
ひとりで悩まず、
当センターにご相談ください。必要に応じて、相談者の方のもとへ訪問してお話を
お伺いいたします。
ご家族やまわりにご心配な方がいらっしゃいましたら、
ぜひご連絡ください。秘密は
厳守します。

こんな悩みをかかえていませんか？
❶まず、困っていることを何でも話して
ください。

病気になってしまった。
入院費など、
これからの
生活がとても心配。

❷どの様な支援が必要か一緒に考え、
必要な支援が計画的に提供できる
ように、自 立に向 けた 計 画を立て
ます。
❸自立のために一緒に目標に取組みま
しょう。

自分にあった仕事が
みつからない。
面接を受けても
仕事が決まらない…
仕事をやめてしまって
生活が苦しい。
家賃が払えない…

このように感じている方も、
お気軽にご相談ください
●問題がたくさん。
ひとつの相談支援機関だけでは解決にならない。
どこに聞けば
いいの？
●どこから手をつければいいの？1人ではなかなか問題の解決が難しい。
●お金がなくて、相談支援機関の窓口まで出向くのが難しい。
千葉市生活自立・仕事相談センター中央 TEL：043-202-5563 FAX：043-221-3370
問合せ先 千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる11階 E-mail：soudan-chu@chiba-shakyo.jp
（月曜日〜金曜日
（祝日を除く）8：30 〜 17：30）

※まずは電話、FAX、
メールでご相談ください。
【生活保護を受給している方は支援対象外となります。】
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赤い羽根共同募金・あたらしい募金のカタチ、
はじめます

© L5/YWP・TX

街頭募金活動の様子（ボーイスカウト千葉第1団）

今年も、
１０月から赤い羽根共同募金運動が始まります。
昨年度、
３千万円近く
（28,277,741円）の募金を皆様からお寄せいただきありがとうございました。
今年は、赤い羽根共同募金７０周年記念の年のため、活動期間を翌年３月３１日まで延長して活動を
展開します。
さらに、10月3日から社会福祉協議会の窓口で皆様に親しまれているキャラクターグッズ
募金を始めます。300円の募金で、上記絵柄のクリアファイル
（妖怪ウォッチ２種類、初音ミク３種類）の
うちいずれか１枚を差し上げます。
お子さんやお孫さんへのプレゼントとして、
いかがでしょうか。
問合せ先 社会福祉課 支援係 TEL：043-209-8868（月曜日〜金曜日（祝日を除く）9：00 〜 17：00）

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

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）
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２９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

（祝日・振替休日・年末年始除く）のうち、指導員は
日：月曜日〜土曜日
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）
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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
敬称略。50音順。

平成28年5月〜平成28年7月
【社会福祉事業資金】
（株）いなげや千葉桜木店 鈴木 健仁 千葉工業同窓会ゴルフ同好会 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 千葉土建一般労働組合千葉支部 D ステーション浜野店
（株）ニチレイ 本門佛立宗唱題寺 リサイクルセール・キャベツの会 若葉区民ゴルフ会 匿名

【交通遺児基金】
そごう・西武労働組合千葉支部 第１０２地区民児協 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

【ボランティア基金】五十嵐 治子 田中 和恵 堀合 冨子

賛助会員のご紹介

D ステーション浜野店様

ご支援・ご協力ありがとうございます
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。

平成28年5月〜平成28年7月
金子 源司 （有）アイフレンド

社会福祉法人うぐいす会 稲毛グループホーム 特定非営利活動法人介護サービス

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
介護老人保健施設 コミュニティ広場うぐいす園
医療法人社団 寿好会

社会福祉法人高徳会 ソレイユ千葉北

居宅介護支援事業所 篠崎医院

特別養護老人ホームセイワ若松

第5第6みつわ台ハイツ自治会

社会福祉法人千葉県福祉援護会 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野
グループホーム月の里 （有）豊田恒産 グループホーム中野
（有）福田建材

社会福祉法人 淑徳福祉会
社会福祉法人父の樹会 ガーデンセブン

有料老人ホーム長寿

社会福祉法人萩会

花見川ライオンズプラザ自治会

特定非営利活動法人ヘルスマネジメントあおぞら 新千葉ヘルパーステーション みつわ台1丁目町内会

みつわ台２丁目南部自治会 みつわ台3丁目自治会 みつわ台４丁目自治会 みやこ整形外科クリニック グループホーム宮田
（株）
メディカルサポート グループホームゆるいの里
東日本大震災被災者支援・東北復興応援イベント

『縁joy・東北』
２０１６
平成２８年１２月１７日
（土）

10：00 〜 15：00
きぼーる広場（アトリウム）
千葉市中央区中央４丁目５番１号

どなたでも、気軽にお立ち寄りください。

・浪江町の伝統芸能「川添の獅子神楽」披露
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・浪江町出身民謡歌手：原田直之さん出演

販売・手作り体験
51

中央区役所
中央三丁目バス停

裁判所
千葉県庁

東北に元気を
届けよう！

・東北被災3県の物産販売
・県内避難者による手芸品他
・支援団体による飲食販売
・ご当地キャラ折り紙づくり
・ホットケア体験 その他

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
電話043-303-1688 担当：風間・鍋嶋

※「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

