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社協 だより
ハーティちゃん

クローズアップ地区部会

松ヶ丘地区部会（中央区）

平成29年9月発行
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また、頼めるかい？ よろこんで！
松ヶ丘地区部会では、地域の高齢者がどのようなこと
で
「困っている」のかアンケートをとり、平成21年から地域
の方々によるボランティア
『高齢者お助け隊』を結成し、
日常的な困りごとの解決をお手伝いする活動を続けてい
ます。
申込みは地域の方が気軽に立ち寄れる拠点『ひだまり』
にて受けつけています。作業依頼は徐々に増えて、昨年は
66件、活動したボランティアは延べ290名と、すっかり
地域に定着した取組みになっています。
活動が長続きしているのは、
ボランティアの負担を考え
1日の作業を2時間まで、真夏や冬場は活動休止にする
ほか、
お助け隊メンバーで懇親会を開催し、
ボランティア
のモチベーションを上げる工夫もしているからです。
地域内での支え合い活動が、助け合える安心感と気軽
にお手伝いできることで味わえる充実感を与えてくれ
ます。

◀私の名は椿七十郎、
いや、
もうそろそろ八十郎ですが

対象者

支援内容

松ヶ丘地区部会エリア在住の高齢者・
障害者等で支援が必要な世帯

主に、庭木の枝落とし、
草むしり

体がきかなくって…
この前はホント助かったよ。
また、あれ、頼めるかい？

活動拠点
【ひだまり】

コーディネーター

料金
従事者1人につき
500円／時間

オッケー了解。
すぐ実行！
…それほど専門技術が要らない
ので、わたしでもできるんです。
地域の中で、人の役にたてることが
あるってすごくうれしいです。

利用者

調整してみるね！

活動者

地域に根差した社会福祉法人を目指して
〜 しょうじゅタウンの取り組み 〜

美浜区

しょうじゅタウンオープン
ＵＲ都市機構の千葉幸町団地が大部分を占め
る、美浜区幸町２丁目のほぼ中心に位置するしょう
じゅタウンは、特 別 養 護 老 人ホーム「しょうじゅ
美浜」の他、サービス付き高齢者向け住宅「しょう
じゅレジデンス」、診療所「しょうじゅクリニック」を
中心とした、高齢者福祉総合施設で、地域福祉の
拠点として開設されました。

平成27年

4月〜

健康体操教室
平成27年

5月〜

健康増進を目的に地区部会のいきいきサロ
ンとして、健康体操教室を開催しています。
教室では同施設の理学療法士の方に講師と
してご指導いただいております。
からだが軽くなりました！▶

地域の見守りを開始
平成28年

2月〜

併設の「しょうじゅクリニック」では入居されている方以外
でも、一般の外来も受け付けるほか、同施設内に、幸町団地
見守り支援センターを設置し、幸町団地の高齢者に対し、配食
や訪問などによる安否確認を行っています。一方で、地域に開か
れた施設を目指し、地域の行事に積極的に参加
◀企画したイベントの
したり、住民の方が参加できるイベントを開催
スイカ割り大会には、
地元の子ども達も参加 したりしています。

カフェさいわい
平成28年

4月〜

施設内のカフェスペースや地域交流スペースを
開放して週に１度オープンするカフェさいわいは、
地域住民が気軽に集い交流を深める場です。地域
のボランティアの皆さんの協力により運営される
人気のサロンです。
毎回遊びにくるのが楽しみです▶

今後は…
様々な取り組みを行うしょうじゅタウンでは、
「地域住民とつながることで地域
に開かれた場所となり、高齢者だけでなく、幅広い世代の憩いの場となることを
目指しています。今後も、更に地域住民から信頼され、親しみを持ってもらえる
施設となれるよう、様々な交流をしていくことを考えています。」
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〜 千葉市が被災した時… あなたの力が必要です 〜

災害ボランティアセンター運営ボランティア講座受講者募集
千葉市で大規模災害が発生すると、
社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げ、
復興
に向けた様々な支援活動を行います。
センターの運営に携わるスタッフは、
被災者ニーズを掴み、
全国から駆けつけるボランティアと的確
にマッチングする役割を担います。スムーズなマッチングには、
被災地である千葉市の状況や地理に
精通している必要があり、
地元ボランティアの協力が欠かせません。
千葉市ボランティアセンターでは、
いざというときに災害ボランティアセンターの運営をお手伝い
いただけるボランティアを養成する講座を開催します。

場

所 緑保健福祉センター ２階大会議室

内

容 ・災害発生時の千葉市の体制について ・自然災害発生時の社協の対応は？
・市(区)災害ボランティアセンター設置及び運営について
・災害ボランティアの安全衛生 ・災害ボランティアセンター運営を体験しよう

募集人数 ３０名（市内在住、在学、在勤の方）

◀全国から駆けつける
ボランティア

時 平成２９年１０月１４日（土）
１０：００〜１６：００
２１日（土） ９：００〜１２：３０
▶災害ボランティア
センター運営スタッフ

日

申 込 先 氏名、住所、年齢、電話番号を千葉市ボランティアセンターまでご連絡ください。
千葉市ボランティアセンター TEL：043-209-8850

Column

夏休みのひとコマ
小学生３人による紙芝居の発表

最初は緊張気味？
でも
３人とも立派な
発表ができました

子どもにお勧めの本の紹介

夏休み中に行われた世代間交流
イベントをご紹介します。

緑区

おゆみ野夕涼み発表会
緑区おゆみ野にお住まいの有志の方による「おゆみ野
夕涼み発表会」が７月２２日（土）、
２５名の老若男女が
参加のもとみずき・かつら街集会所にて行われました。
「第１部 こどもの発表」では３名の小学生による紙芝居
の発表が、
「第2部 おとなの発表」では子どもにお勧め
の本の紹介および蛍光絵の具とブラックライトを使った
幻想的な ブラックシアター が行われました。

ブラックシアター

ちょっと太い
おそばも！
でも愛情たっぷりです

大椎台自治会子ども会

最後はゲームで
盛り上がり

緑 区 大 椎 台 の 子ども会では、
「そば 打ち
体 験 」を企 画 。自治 会 内 のそば打ち名 人を
先生に、
子どもたちでそばを打ちました。打っ
たそばは、大椎台助け合いの会が実施する
サロン「みんなのカフェ」に通う高齢者を招待
して一緒にいただきました。
「おじいちゃん、
おばあちゃんもこのおそば
のようにずーっと長生きしてね」
「はじめて作っ
たけどおいしく食べてもらって嬉しかった」と
子どもたち。ちょっぴり大人になったかな。

子どもたちからの
すてきな
メッセージ

そば打ち指導の様子
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高齢者の
みなさんとの会食

〜 仕事や家計などの困りごと 〜

ご相談ください！
！

ひとりで悩まず、
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しをお伺いいた
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。

中学２・３年生の
子どもを塾に通わせたいが、
通うお金がない

仕事をやめて
家賃が払えない…

仕事を休むことになり、
生活に困っている...

お金が入るとすぐに
使ってしまい、
家計が厳しい

面接を受けても
なかなか
仕事が見つからない…

収入が少なく
生活が厳しい…

就職活動をしたいが、
何からはじめてよいか
わからない

働きたいけれど
ブランクがあり、社会に
出るのが不安

こんな
「困った」はありませんか？
相談の流れ

支援内容

①まず、困っていることを何でも話してください。
②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。
③自立のために一緒に目標に取組みましょう。
必要に応じて、訪問してお話を
お伺いいたします。

就労に
向けて

就労のための準備、就労体験、
就労訓練、就職活動サポート等

家計再建に
向けて

各種社会保障制度や減免･
給付等の紹介を含めた家計建て
直しのアドバイス等

※相談は無料です。秘密は厳守します。

このほか、
その方に合った支援内容を
提供していきます。

対象者

平成29年7月より3か所に

・千葉市にお住まいで
「仕事」
や
「家計」
などの
困りごとがある方
・問題がたくさん。
どこに聞けばいいの？
・どこから手をつければいいの？
・お金がないから、相談に行けない…

千葉市社会福祉協議会では、千葉市生活自立・仕事
相談センター中央を受託運営しています。
このほか、千葉市内には企業組合労協船橋事業団が
運営する
・ 千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛
（稲毛保健福祉センター内 043-207-7070）
・ 千葉市生活自立・仕事相談センター若葉
（若葉保健福祉センター内 043-312-1723）
（平成29年7月開設）
がございます。

そんな方こそ、
ぜひ、
ご相談ください。
※生活保護受給中の方は、
まずは担当ケースワーカーの方に
ご相談ください。

千葉市生活自立・仕事相談センター中央

まずは、
お電話、E-mailで
ご連絡ください。

開設時間 月曜〜金曜 8:30 〜 17:30
（土日･祝日・年末年始除く）
T E L

043-202-5563

住

〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる１１階

所

E-mail

F A X

soudan-chu@chiba-shakyo.jp
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043-221-3370

ちばの町を良くするしくみ
〜 共同募金運動ご協力のお願い 〜
小さなことかもしれないけれど、困っている人にとっ
ては大事なこと。
その小さなことを日本全国たくさんの場所で活動
している。
ということは、
「大きなことをしている」
と言っても
いいのかもしれません。
今年も、10月から赤い羽根共同募金運動がはじま
ります。
「誰かの役に立ちたくて募金をしたら、
じぶん
の町の役に立っていた！」赤い羽根は、地元を応援する
募金です。
ぜひ協力をお願いします。
▲イトーヨーカドー幕張店で、
昭和学院秀英中学校の生徒さん

「九州北部豪雨災害義援金」受付中です！
7月の九州北部豪雨では多数の被害が発生しま
した。社協では被災された方々を応援するため、義援
金を受け付けています
（12月28日まで）。受付方法等
の詳細は社協HPをご覧ください。
また社協では7月20日、
ことぶき大学校の学生・職員
9名とともにＪＲ千葉駅前で街頭募金を実施しました。
「１０円でも募金してくれるとうれしい」
「街頭に立って
みて初めて大変さやありがたみがわかった」
という
学生もいました。募金総額は44,837円でした。
募金にご協力いただいた皆様ありがとうございま
した。
問合せ先 社会福祉課支援係

▲千葉駅前で、
ことぶき大学のみなさん

TEL：043-209-8868（月曜日〜金曜日（祝日を除く）9：00 〜 17：00）

生活福祉資金をご存知ですか？
他からの融資が受けられない低所得世帯や、高齢者・障害者世帯に対し、状況に応じた資金の貸
し付けや相談支援を行い、
自立を支援します。
資金の種類は、
● 高校・大学等就学のための教育支援資金
● 緊急的な小口資金等の福祉資金
● 失業時の生活再建のための総合支援資金
などがあります。
ご利用にあたっては条件がありますので、各区社会福祉協議会事務所までお問い合わせください。

問合せ先

月曜日〜金曜日（祝日を除く）9：00〜17：00

中 央 区 事 務 所 TEL：043-221-2177
花 見 川 区 事 務 所 TEL：043-275-6438

若 葉 区 事 務 所 TEL：043-233-8181
緑 区 事 務 所 TEL：043-292-8185

稲 毛 区 事 務 所 TEL：043-284-6160

美 浜 区 事 務 所 TEL：043-278-3252
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平成２9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）、特別支援学校教諭または
児童指導員、社会福祉士等の有資格者
（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30年３月３１日
（２）賃金等 指導員：月額１82，5００円
（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）
（祝日・振替休日・年末年始除く）
のうち、
指導員は週５日
（３）勤 務 日：月曜日〜土曜日
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）

ご支援・ご協力ありがとうございます

ご寄附のお礼

敬称略。50音順

平成29年5月〜7月

【社会福祉事業資金】
海寶 裕和 木之本 静枝（故人） 鈴木 健仁
検見川パークハウス管理組合理事会

千葉工業同窓会ゴルフ同好会

（株）ニチレイ ＮＥＸＵＳ
（株） （株）
ランドロームジャパン
リサイクルセール・キャベツの会
末広公民館設置募金箱

若葉区民ゴルフ会

都賀いきいきセンター設置募金箱

【交通遺児基金】
木之本 静枝（故人） 第１０４地区民児協

匿名

第１０５地区民児協

第１１２地区民児協

▲陸上自衛隊下志津駐屯地曹友会様
［右側］

▲NEXUS株式会社様［右側］

【ボランティア基金】
五十嵐 治子 堀合 冨子 （株）エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱
【物品】
（株）マルハン千葉北店

明治安田生命労働組合

ご支援・ご協力ありがとうございます

賛助会員のご紹介

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29年5月〜7月

金子 源司 特別養護老人ホーム アルマ美浜
小規模特別養護老人ホーム きさらぎ荘

社会福祉法人 おもいやり福祉会 誉田おもいやり保育園

社会福祉法人 兼愛会 しょうじゅ美浜

特別養護老人ホーム 更科ホーム 白百合自治会
社会福祉法人 徳和会 グループホーム中野
花見ヶ丘自治会

花見ヶ丘 大樹会

陸上自衛隊下志津駐屯地曹友会

社会福祉法人 斉信会

特別養護老人ホーム 中野園

社会福祉法人 高徳会 ソレイユ千葉北

高浜中学校区コミュニティづくり懇談会 グループホーム月の里
社会福祉法人 初穂会

福田建材 （株）マウントバード グループホーム宮田

軽費老人ホーム はつらつの里

社会福祉法人 八千代美香会

グループホームゆるいの里

※「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

