～千葉市民の“チカラ”
・
“想い”を被災地へ～

安全に活動するために必要な

に位置し、大船渡市とともに

東日本大震災により甚大な

この事業では、災害支援ボ

陸前海岸の中核をなす街です。

装備品や現地の様子などにつ

ランティアの原則である、「自

東日本大震災が引き起こし

被害を受けた被災地を支援す

己完結」
「被災者主体」
「被災

た大津波によって、市中心部

いて説明をしました。

地に負担をかけない」を目指

は市庁舎もろとも壊滅し、市

るため、千葉市社協では千葉

し、そして何よりも参加する

の全世帯中の７割以上が被害

今回の活動先である陸前高

ボランティアさんの安全を確

を受けました。白砂青松の景

市との共同実施で「ボランテ

保するため、千葉市社協職員

勝地「高田松原」の７万本の

田市は、太平洋に面した三陸

が事前調査に出向き、活動先

松の中で津波から唯一残った

ィアバスＣＨＩＢＡ・ＧＯ！」

や交通経路、避難経路の確認

「希望の一本松」は、復興の

海岸の南寄り、岩手県南東部

などを行い、ボランティアバ

シンボルとなっています。

告
報
動
活 １日目

を運行しました。

スの運行に備えました。

のチカラと想いを届けた「ボ

90

震災からの復興へ千葉市民

の募集に１９８名の応募があ

ランティアバスＣＨＩＢＡ・

全３回各回 名定員、 名

り、厳正な抽選により参加者

を決定。事前説明会を開催し、 ＧＯ！」の活動を報告します。
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緊張感漂う車内。
明日の活動に備え、
とにかく睡眠。

平成23年10月15日 №75
発行／社会福祉法人
千葉市社会福祉協議会
〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2
電 話 ０４３―２０９―８８８４
http://www.chiba-shakyo.com/

今号の主な内容

「ボランティアバスCHIBA･GO!」

いよいよ現地、陸前高田市へ。
「ボランティアバスCHIBA・GO!」
22時に出発！

千葉市社会福祉協議会

だよ り

「ボランティアバスCHIBA･GO!」運行!!

9/23～9/26

行 程 ３泊４日
（バス車中２泊）

第１回
（9月20日～23日）
※ 第２回
（9月23日～26日）
第３回
（9月26日～29日）

１面 「ボランティアバスＣＨＩ
ＢＡ・ＧＯ！」運行！
！
２面 Ｃｌ
ｏｓｅ ｕｐ 地区部会
３面 赤い羽根共同募金がスタートしました！
！
４面 情報ぷらっとほーむ
ご寄附のお礼、賛助会員紹介

※台風15号の影響で残念ながら中止となりました。

千葉市発 =東北道=（車中泊）
22:00

１日目
２日目

= 遠野ふるさと村着 = 支援活動 = 遠野ふるさと村着
5:30
9:00～15:30
19:30

３日目

=遠野ふるさと村発 = 支援活動 = 現地発 =東北道=（車中泊）
6:30
9:00～15:30 16:30

４日目

＝千葉市着＝解散
6:00

現地での支援活動は２日間。移動はバス車中２泊という厳しい
スケジュールです。

２日目
早朝に現地到着。
「絆」
と書いた旗をバスの
前面に掲げ、岩手県陸前高田市災害ボラン
ティアセンターへ。
三連休とあって大混雑、
この日のボラ
ンティアは1,200人。諸注意を受け
活動を確認。本日の作業は資材置き
場の整理。千葉からの長距離移動に
もかかわらず、復興に向け気合十分！
さっそく活動開始です。
砂利やレンガを整理しながらフォーク
リフト用のパレットに乗せていきます。

宿泊先の遠野ふるさと村では、満天
の星空（流れ星も！）
を眺めることが
でき、本日の疲れも吹き飛び、明日
への活力となりました。

1
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社協

岩手県・陸前高田市へ

社会福祉
法
人

予定どおり14時に作業終了。作
業終了後、陸前高田市の被害が
最も激しい市街地区の現状を見
に行きました。参加者はこの惨状
を見て言葉を失っていましたが、
復興のシンボルである奇跡の一
本松を見て、改めて復興の力にな
ろうと決意しました。

無事に作業を終え、みなさん充実
感があり、
すがすがしい表情です。
バスは千葉に向け、長距離移動
の帰路に。

４日目
活動期間中、バスを見つ
けると深々と一礼してく
れる地元住民の感謝の
心、人（被災者）を思い
やる参加者の気持ち、こ
れこそが「絆」であると
実 感。陸前高田市の復
興を祈りな がら、早 朝
5時40分、無事千葉に
戻りました 。バ ス 降 車
後、参加者同士固い握
手。皆さま本当にお疲れ
さまでした。

３日目
5時30分に起床し、遠野ふるさと
村を出発！
本日の作業は草刈りとゴミの撤去。
生い茂っていた草やゴミが撤去さ
れ作業開始前と後では全く違う風
景となり
「開かれたスペース」
とな
りました。

地区部会
このコーナーでは、地区部会

活動の現場を訪問し、その取り

組みや活動の様子をレポートい

19

たします。

今回は、松ヶ丘地区部会、磯
辺地区部会です。
松ヶ丘地区部会

（松ヶ丘地区部会＆淑徳大学看護学部）

学びあう地域と大学

Close up
松ヶ丘地区部会と淑徳大学看
を目指し、各領域の専門性を
護学部（中央区仁戸名町）は、
生かした取り組みを検討しま
看護学部が開設された平成 年
した。もともと、
淑徳大学の総
４月以来、様々な形で互いに交
合福祉学部
（中央区大巌寺町）
流し、連携を深めてきました。
では既に地域（白旗台地区部
地域に根ざした活動を展開する
会）と連携した取り組みが行
地区部会と、教育・研究機関で
われていました。それを参考
ある大学。互いに連携すること
にしながら、やはり地域の方
で、地域にどのような効果があ
と実際に話し合いながら進め
るのか、お話をうかがいました。
ていきたいということになり、
松ヶ丘地区部会
松ヶ丘地区の方に声をかけさ
せていただきました。
伊藤部会長 他
地区部会：最初は地域の民生委
淑徳大学看護学部
員が大学を訪問して、民生委
渡邉教授
員活動の実態などについて意
淑徳大学看護学部４年生
見交換し、その後、地区部会
矢ノ口さん
で検討していることなどをお
以下敬称略
話ししながら、少しずつ関係
を深めていきました。現在は
Ｑ 松ヶ丘地区部会と淑徳大学
２ヶ月に１度、定期的に意見
看護学部が連携するきっかけは
交換の場を設けています。
何だったのでしょうか。
Ｑ 具体的にどのような活動で
渡邉：看護学部が開設されたと
きから「地域に開かれた大学」 連携しているのでしょうか。
渡邉：学部内で地区部会の専門
別委員会ごとの担当教員を決
めて、地域の方と一緒に活動
することにしています。
当初は、教員が地区部会の
いきいきサロンや子育てサロ
ンに出向いて講演するという
内容が主でしたが、そのうち
に地区部会から、学生にも参
加してほしいという希望が出
ました。そこで、学生が実習
で学んだことをもとに、自分

ので、高齢者との接し方を学
渡邉：学生が地域で活動してい
たちでいきいきサロン
だきながら、そのような学習
します。民生委員とコーディネ
んだ学生が卒業した後、現場
る方や民生委員と接すること
のレクリエーションを
が
で
き
る
機
会
を
大
切
に
し
た
い
ーターが、福祉協力員と見守り
で働いてくれることを楽しみ
で、高齢者の看護を考える際
企画しました。高齢者
と思います。
希望者のマッチングを行い、一
にしています。また、今後は、
に、インフォーマルケアとい
にも体を動かして参加
人の見守り希望者に対して２～
現在地区部会で実施している
うことを具体的に想像するこ
していただきながら進
地域の実践が大学での学びを
３人の福祉協力員で一つのユニ
高齢者支援事業にも、ぜひ学
とができ、実践の幅が広がる
める劇「桃太郎」など、
深め、大学の持つ専門性が地域
ットを組みます。
生に参加してほしいと思います。 の実践を後押しする 淑徳大学
と考えています。
いくつかのグループで
どのように見守られたいか、
渡邉：病院ではやはり医療が中
また、学生が企画したいき
それぞれに工夫した内
どのくらいの頻度が良いか等の
看護学部と松ヶ丘地区部会の連
心で、医療を優先する看護師
いきサロンでは、地域の皆さ
容になり、大変好評で
希望を聞き、見守りの内容を決
携は、それぞれの専門性や長所
になりやすいのですが、それ
んに褒めていただいたり、頑
した。
めています。訪問や、早朝に前
を
生
か
す
こ
と
で
、
互
い
に
大
き
だけではなく、患者さんがそ
張ってね、と声をかけられた
また、看護学では、
の日の電気の消し忘れがないか
な力となっています。今後も
の人らしく療養できる環境に
りすることが、学生にとって
血圧測定等の演習を学
「地域に開かれた大学」として、 確認することでの安否確認など
も目を向けられる看護師を育
は非常に嬉しく、励みになる
生どうしで行うのです
様々です。
「地域の課題解決を目指す住民
てたいと考えています。これ
そうです。
が、実習の前に、実際
このような活動は対象者を把
組織」として、連携して様々な
からも地域の方にご協力いた
矢ノ口：先ほどお話しのあった、
の現場に近い形で学ば
握する上での個人情報の保護が
事業に取り組む予定です。
実際に地域の方を相手にした
せていただけないかと相談し
課題となりますが、民生委員に
演習では、学生どうしではな
たところ、快くお引き受けく
協力を得て、民生委員が行う高
い緊張感や難しさを体験でき、
ださり、地域のご高齢の方の
齢者実態調査の際、見守り希望
『
磯
辺
福
祉
協
力
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
その経験が実際の実習でとて
血圧を学生が測ったり、学生
者の募集を行うことで解決して
も役立ちました。また、授業
が押す車椅子に乗っていただ
います。
磯辺地区部会
でも地域との連携について学
いたり、という学習もさせて
○今後の活動
びますが、実際にこのような
いただいています。
活動は、平成 年度に準備委
会議や、地域活動の場に出て
さらに、地域の方に学校に
員会から磯辺地区部会に移管さ
みないと、なかなか理解でき
来ていただき、地域の実情に
れ、今年７月には福祉協力員の
ないと思っています。とても
ついてお話しをうかがうとい
フォローアップとして３回目の
よい勉強をさせていただいて
うことも３年くらい続けてい
研修会が開催されました。
います。
ます。
グループ討議では、「気軽に
Ｑ 今後、お互いに期待するこ
Ｑ 連携した取り組みにより、
福祉協力員を引き受けてもらう
とはどんなことでしょうか。
それぞれの立場でどのようなメ
ために、活動を声かけ・見守り
リットがあると感じていますか。 伊藤：高齢社会が進んでいます
に限定しているが、今後軽微な
伊藤：地区部会にとっては、学
援助などの「助け合い活動」も
生がいきいきサロンに参加す
必要なのではないかとの声があ
ることで、高齢者が喜んでく
った」という報告がありました。
れるということです。自分の
現在、福祉協力員は約２００
孫のような学生とふれあい、
人に増え、見守り希望者は約
話をすることを楽しみにして
人になりました。
くださる方は多いです。
磯辺地区部会福祉協力員ネッ
また、専門的な知識を持っ
トワーク委員会の方は、「この
た先生が地域の活動に企画か
活動は地域の団体の関係が良好
ら参加してくださることで、
であったから実行することがで
地域住民の健康づくりにも繋
きた。今後は、もっと気軽に見
がると思います。
守り希望を出していただけるよ
うな工夫が必要。人を気遣う優
しい近所付き合いがある街を目
指して福祉協力員ネットワーク
を地道に広めたい」とおっしゃ
っていました。

磯辺地区部会は、「磯辺福祉
協力員ネットワーク」という活
動を行っています。福祉協力員
は、民生委員と連携し、高齢者
や障害を持つ人を対象として、
身近な地域の中で見守り・声か
けを行うボランティアで、東日
本大震災でもいち早く安否確認
を行いました。
○活動開始までの経緯
磯辺地区部会が活動地域とす
る美浜区磯辺は、昭和 年後半
に、埋立地に造成された住宅地
に同年代の世帯が一挙に入居し
たという地域の特性があります。
人口約１万８千人、７千世帯で、
高齢化率は ％を超えています。
美浜区で最も高齢化率が高い地
域ですが、さらに高齢化が進展
すると予想されています。
活動を開始するに当たり、第
地区町内自治会連絡協議会、
第６０８地区民生委員児童委員
協議会、磯辺地区部会、磯辺街
づくり研究会などの住民団体を
主体とした準備委員会を平成
年に立ち上げ、約２年間の準備
期間を要しました。
計画の初期から携わっている
民生委員の方は、「民生委員を手
伝うといった上下関係ではなく、
対等の立場で、
協力関係として活
動していただける仕組になって
ほしい」と考えていたそうです。

－

また、ほぼ全世帯にアンケー
トを行ったところ、約４割の回
答を得ました。福祉協力員とし
て参加してみたい方６５４人、
支援を受けてみたい方２４７人
という結果を得て、実施に向け
てのニーズと関心の高さを確認
することができました。
その後、住民説明会を開催し、
活動の内容を説明し、その場で
も福祉協力員と見守り希望者を
募りました。
○見守りの仕組み
具体的な見守りの仕組みです
が、磯辺を５つの地区に分け、
代表とコーディネーターを配置

70

研修会の様子

クローズアップ

～松ヶ丘地区部会と淑徳大学看護学部の連携した活動の例～

○いきいきサロンや子育てサロンに大学の教員が出向き、健康づくりな
どについて講演する。

○学生がいきいきサロンや子育てサロンに参加する。いきいきサロンの
レクリエーションを学生主体で企画することも。

○大学の演習で、地域の高齢者が参加。学生が地域の方を相手に血圧を
測ったり、車椅子を押したりする演習を行う。

○地域住民が大学の授業に参加し、地域の実情を実際に学生に説明する。

○学生と地域住民が一緒に地域に出て、地域の実情を調査する。
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赤い羽根共同募金が
スタートしました!!
運動期間 １０月１日～１２月３１日
平成23年度

目標額（千葉市）

43,580,000円

今年も１０月１日から「赤い羽根」共同募金運動が
全国一斉に始まりました。
昭和22年から始まった共同募金運動は今年で65回
目となり、皆様からいただいた募金は、市内の様々な
場所で活かされています。
おかげさまで、昨年度は、31,914,956円の募金が
集まりました。今年度は左記の目標額に向かって共同
募金運動をすすめてまいります。ご協力をお願いいた
します。

わたしの募金どうなるの？？ －赤い羽根共同募金の流れー
様々な方法で集められた募金は・・・

募金の方法
●戸別募金
（各家庭からの募金）
●街頭募金
（街を行く方々からの募金）
●法人募金
（企業・商店としての募金）
●学校募金
（児童・生徒からの募金）
●職域募金
（従業員・職員からの募金）
●イベント募金
（イベント開催時の募金）
●その他の募金
（各種団体などからの募金）

千葉県共同募金会
千葉市支会

千葉県共同募金会

（配分委員会にて承認）

県内社会福祉施設・団体へ
【募金額の約40％】
●施設の整備や福祉車輛の購入な
どへの助成
●各種行事の開催費への助成
などに使われます。

千葉市社会福祉協議会へ
【募金額の約60％】
●高齢者や子育て中の親子を対象に閉じこもり予防や仲間作りをもくてきとしたふれあい・いきいき
サロンや子育てサロン等の地域住民主体の活動の振興
●在宅高齢者の心身健康維持と社会参加の促進を目的に開催されるふれあい食事サービスへの助成
●民間保育園が実施する事業への助成（親子バス遠足、いも掘り遠足、ファミリーコンサートなど）
●市内障害児・者施設への運営費助成
●ボランティアセンターの運営、ボランティアの育成
などに使われます。

募金箱＆自動販売機設置のお願い！
『募金箱』または売上
の一部を募金として協
力いただける『自動販
売機』の設置場所を募
集しています。
詳しくは、右記までお
問合せください。
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お問い合わせ先

千葉県共同募金会千葉市支会
（千葉市社会福祉協議会内）

TE L 043
（209）
8868
FAX 043
（209）
8866

情報ぷらっとほーむ
社会福祉セミナー受講生募集
日

時

１

11／２㈬
13:55～16:00

２

11／７㈪
12:55～15:00

３
４

講 座 名

お葬式
（２）
～役立つ葬儀の心得～
高齢者と栄養管理２
～野菜をおいしく食べるコツ～
（講義）

健康を維持する食生活と調理B
11／８㈫・９㈬・10㈭
～野菜をおいしく多く食べるコツ～
９:55～13:00
（調理実習）
11／17㈭
13:25～15:00

発達障害の理解と対応
～自閉症・ADHDを中心に～

ボランティア養成講座
「手話の世界を訪ねよう」

場 千葉市社会福祉研修センター
（千葉市ハーモニープラザＢ棟2F）
対
象 市内在住者
定
員 １と４は、先着50名
２については、先着30名で３とセットでの受
講となります。
（３については各日10名。先着順
で参加日が決定となります。）
先着順で定員になり次第締切。
研修期間 左記のとおり
受 講 料 １と４は無料。
２+３については、食材費600円。
応募方法 電話もしくはFAXで申込。
（電話受付は
土日祝を除く。）
FAXの場合は、
氏名・年齢・住所・
電話番号・FAX番号・希望する講座名を記載し
て下さい。
問 合 せ 社会福祉研修センター
TEL:209-8841　　FAX:209-8843

２日目 各施設等でのボランティア体験
（体験先は選択可）
11月15日㈫～18日㈮のいずれか１日
３日目 11月21日㈪
10:00～12:00「ふりかえり 各体験先での体験報告」
場 所：若葉区ボランティアセンター
（若葉区貝塚2-19-1 若葉保健福祉センター４階）
対 象：市内在住・在勤・在学の方。
定 員：20人（先着順）
申 込：電話にて
問合せ：若葉区ボランティアセンター
☎233-8181 FAX 233-8171

日 時：10月29日・11月５・12・19日㈯
13:30～15:30
会 場：稲毛区ボランティアセンター
（稲毛区穴川4-12-4 稲毛保健福祉センター
３階）
内 容：講義及び簡単な手話の実技
対 象：市内在住・在勤・在学の方
定 員：20名（先着順）
申 込：電話にて10月17日㈪から受付開始
問合せ：稲毛区ボランティアセンター
☎284-6160 FAX 290-8318

ボランティア入門講座
「地域のボランティア活動に参加しよう」

日 時：11月15日㈫・16日㈬・17日㈭
10:00～12:00
会 場：美浜区ボランティアセンター
（美浜区真砂5-15-2 美浜保健福祉センター４階）
内 容：講義及び地域活動（社協地区部会）の見学
対 象：市内在住・在勤・在学の方
定 員：20名（先着順）
申 込：電話にて（10月5日から受付中）
問合せ：美浜区ボランティアセンター
☎278-3252 FAX278-5775

「ガイドヘルプボランティア講座」
視覚障害者の外出をお手伝いいただくボランティア
の養成講座を行います。
日 時：11月13日㈰ 10:00～15:00
11月14日㈪ 13:00～16:00
11月15日㈫ 10:00～12:00
の全３日間。
会 場：中央区ボランティアセンター
（中央区中央４ きぼーる11階）
対 象：市内在住・在勤・在学の方
定 員：10人（先着順）
申 込：電話にて
問合せ：中央区ボランティアセンター
☎221-2177 FAX 221-6077

「傾聴ボランティア フォローアップ講座」
日 時：11月22日㈫・29日㈫
13:30～15:30
会 場：若葉区ボランティアセンター
（若葉区貝塚2-19-1 若葉保健福祉センター３階）
内 容：傾聴に関する講義、ロールプレイ実習。
対 象：市内在住・在勤で傾聴ボランティア活動の経験が
ある方。
定 員：30人（先着順）
申 込：電話にて
問合せ：若葉区ボランティアセンター
☎233-8181 FAX 233-8171

「ボランティア入門講座」
11月14日㈪～21日㈪
全３日間
（体験は最低１日参加。
最大４日まで参加可）
日程および内容：
１日目 11月14日㈪
10:00～11:30「ボランティア活動について」
11:30～12:00「各体験内容の紹介および
体験先決定」

ご寄付のお礼

会

子どもルーム指導員・
補助指導員募集!!

『子どもルーム』は、保護者が労働により昼間家
庭にいない小学校低学年児童を対象に、授業終了後
や長期休業期間中に生活及び遊びの場を提供するこ
とにより、子どもたちの健全育成と保護者の子育て
を支援する事業です。

平成24年度 新規採用（予定）
1概要
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
平成24年度
を雇用期間とした指導員及び補助指導員を新たに
募集します。
2資格要件 18歳以上65歳未満の方（高校生不可）
⑴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
※平成24年３月31日までに資格取得見込みの方も可
⑵補助指導員 資格要件なし
3勤務日及び勤務時間、勤務場所及び雇用条件
⑴勤務日
月曜日～土曜日のうち指導員は週５
日勤務、
補助指導員は週２～３日勤務。
（日曜日・
祝日・年末年始除く）
。
⑵基本的な勤務時間
①月曜日から金曜日
12:30～18:30 Ｂ）
11:30～19:00
Ａ）
②土曜日 Ａ）
8:00～17:00 Ｂ）
11:00～17:00
③平日短縮授業日
11:00～18:30 Ｂ）
11:00～19:00
Ａ）
④振替休業日
7:45～18:15 Ｂ）
8:00～18:30
Ａ）
Ｃ）
8:00～19:00
⑤長期休業期間
7:45～18:15 Ｂ) 8:00～18:30
Ａ）
Ｃ）
11:30～19:00
⑶勤務場所 千葉市内の子どもルームのいずれか
⑷雇用条件
①雇用期間 平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで
②報酬等
指 導 員／報酬月額146,000円
（別途、交通費・賞与・時間外勤務手当・
長休時手当支給、社会保険完備）
補助指導員／時給960円
（別途、交通費・時間外勤務手当支給）
上記と異なる場合がありますの
※平成24年度は、
で、応募の際は電話にてご確認ください。
4受付期間 平成23年11月１日㈫～12月26日㈪
5受付場所 電話にて必要書類を確認後、下記ま
でご持参ください。
千葉市中央区千葉寺町1208-2 ハーモニープラザＣ棟３階
社会福祉課 児童育成係 ☎043-209-6055

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成23年5月～平成23年7月

順不同・敬称略

【社会福祉事業資金】
あやめ台児童福祉センター設置募金箱
ボーイスカウト千葉第６団
稲毛公民館設置募金箱
関東土佐犬協会本部
千草台児童福祉センター設置募金箱
都賀公民館設置募金箱（２回）

セコム株式会社幕張支社
リサイクルセール・キャベツの会
葛城公民館
高田屋米店
千葉工業同窓会 ゴルフ同好会
特定非営利活動法人ＬＷＳ

ボーイスカウト千葉第１団
稲毛区事務所設置募金箱
株式会社いなげや千葉桜木店
轟公民館設置募金箱
千葉市障害者福祉団体連絡会
緑が丘公民館設置募金箱

千葉工業同窓会 ゴルフ同好会 様

【交通遺児基金】
第１０２地区民児協

第１０４地区民児協（2回）

第１１１地区民児協

第１１２地区民児協

【ボランティア基金】
㈱エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱

賛助会員のご紹介

五十嵐 治子（３回）

藤川 勇（３回）

ご支援・ご協力ありがとうございました。

平成23年5月～平成23年7月

※自治会等については、住民会員とは別に賛助会員になっていただいている
ところのみ掲載しております。

高部 吉庸
オサム企画
いちごケアサービス
社会福祉法人 鳳雄会
日立キャピタルオートリース株式会社
株式会社 クリーンメイト千葉サービスセンター

順不同・敬称略

誉田商店会
オリーブハウス
旭ヶ丘母子ホーム
社会福祉法人 樹の実会
特別養護老人ホーム 清和園
社会福祉法人 三育ライフ シャローム若葉
社会福祉法人 千葉県社会援護会 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラはま野

№74にて掲載いたしました賛助会員の記載に誤りがありました。
誤：宅老いしいさんの家
正：宅老所・デイサービス「いしいさん家」 左記のとおり訂正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。

次回発行予定は平成23年12月15日㈭
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