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まず、
やってみよう
まず、
やってみよう！
！ 野呂買援隊
野呂買援隊

−
− 町内自治会と社会福祉法人のコラボ
町内自治会と社会福祉法人のコラボ 市内３例目のスピード実施
市内３例目のスピード実施 −
−

シリーズ 社会福祉法人の地域貢献
寒さが身にしみる季節に地域の暖かな取組み、
昨年12月、買い物支援サービス
「野呂買援隊（以下
「買援隊」）」
が若葉区野呂町で開始されました。
「買援隊」
は、野呂自治会と民生委員が中心となり
地域の「社会福祉法人孝明会特別養護老人ホーム
昌晴園（以下「昌晴園」）」の協力で、買い物が困難
な高齢者を週１回スーパーまで送迎し、
自ら買い物
を楽しんでもらうサービスです。
▲買い物へいざ出発！

地 域の思いと地域貢献

町内では、以前から日常の買い物に困難を感じて
いる高齢者が多数おり、地域の福祉課題となって
いました。地縁関係の濃い地域で
「なんとかしなけ
れば」
という思いがあったのですが、具体的な検討
は進みませんでした。
一方で、野呂町にある
「昌晴園」では、近所付き
合いの延長上で地域に貢献できる活動を模索して
いるところでした。
このような状況を知り、千葉市
社協から両者をつなげるご提案、具体的な検討を
開始、
３ヶ月で買い物支援サービスが実現しました。

今まではバスで買い物をしていたが、
バスの
本数が少なくて、重い荷物を運ぶのも大変だった。
買い物をすることが刺激になるし、
うれしい！

「ま ずやる！」スピード実施

▲作戦会議中！

３ヶ月というスピードで実施できたのは、
できない
理由を考えるのではなく、
「やるためにどうしようか」
という地域の課題を解決するための「野呂自治会」
の力強い思いと、
「地域の一員として役立ちたい」
と
いう
「昌晴園」の理解・協力によるものです。
また、
「買援隊」
に協力したいと地域の方々も手を
挙げてくれました。
「買援隊」をきっかけに、福祉の
輪が広がっています。

ちば認知症相談コールセンター

TEL：043-238-7731（月・火・木・土 10：00〜16：00）

ひとりで悩まないで
− 認知症の人とそのご家族へ
認知症の人とそのご家族へ −
−
ひとりで悩まないで！
！−
認知症の人と家族の会千葉県支部（以下「家族会」）
では、認知
症の人を介護している家族が交流する場や電話相談で悩みを受
け止め、介護のヒントや心の負担を軽くする取組みを通じて、認
知症の人とそのご家族の課題解決に取り組んでいます。
また、正し
い理解を求め啓発活動も行っています。
ひろ おか しげ こ

今回、代表の広岡成子さんにお話を伺いました。

行ってみよう！
話してみよう！認知症介護交流会▶

【法人名称】公益社団法人 認知症の人と家族の会 千葉県支部 http://www.alzheimer.or.jp/
〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3千葉県社会福祉センター 3階
TEL：043-204-8228 FAX：043-204-8256
【沿

革】全国的に認知症家族の会結成の機運が高まっていた1980年に、
千葉大学中島紀恵子先生の呼びかけで千葉県支部が
組織化されました。

【実施事業】ちば認知症相談コールセンター（電話・面接相談
交流会ほか

千葉県・千葉市委託事業）、会報の発行、家族の集い、認知症介護

時 代の変化
社協： 家族会設立から３８年になりますね。この間、ライフスタイルの変化、家族形態の変容、介護保険制度の創設、
「認知症」
という名称の定着など、生活環境は大きく移り変わりましたが、認知症の方やそのご家族の方にとって
は、
どのように映り、感じられるのでしょうか。

「認知症」
は言葉として使いやすくなりました。
ただ、地域のつながり
広岡代表： 「呆け老人」や「痴呆症」と比べると、

（以下「広岡」）

は希薄になり、高齢化に伴い
「老老介護」
や
「認認介護」
という言葉も生まれています。
その上、生活環境や仕組みは、複雑になり、息苦しい感じがします。例えば、認知症の方にとって乗り入れ
路線、発着番線が目まぐるしく変わる駅は、
かなり混乱します。
また、電化製品など便利な機能が増える
半面、使い方も複雑になり暮らしにくさが増しています。

情 報過多？
社協： 利便性を求めると複雑になるという矛盾もあるのですね。ところで、認知症というと「徘徊」というイメージも
強いですが、認知症の方みんながそうだとはいえないと思います。認知症の正しい理解は進んでいますか。

広岡： 最近はテレビなどで情報が増え、不安に思うご本人からの相談もあります。認知症ではないか？と思い自分で

専門医療機関の受診を予約したのに、予約日までの間が不安で数回も
「検査はどんなことをするのかしら」等と
電話してきた例がありました。
その後予約日に受診して認知症ではなかったという報告の電話がありました。私達
もその後が気になっていたのでほっとしました。

家 族やまわりの方へ
社協： 認知症の方や認知症と思われる方への対応の仕方で、身近な
人が気をつけることができるようなアドバイスはありますか。

広岡： 家族は、状況を受け止めるまでに時間がかかります【図１】。初期

●

第1ステップ とまどい・否定

●

第2ステップ 混乱 怒り 拒絶

の段階でご相談いただければ、
ご家族の心理的負担も軽減できる ● 第3ステップ 割り切りまたは
かもしれません。社協各区事務所の会議室で
「認知症の人を介護
あきらめ
している家族同士の交流会」を開催する予定です。家族だけで
抱え込まず、気軽に参加していただければと思っています。最近は
●
ご本人の方が病気を受け止め、
「できることを取り上げないで」、 第4ステップ 受容
杉山孝博先生 最新医学がとことんわかる 認知症・アルツハイマー病 より
「普通に接して」
と発信していく時代になっています。
できない部分
をサポートし、皆が少し
「寛容」
になれればいいと思っています。 【図１】介護家族がたどる４つの心理ステップ
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千葉市社協の取組み

「認知症サポーター
「認知症サポーター フォローアップ研修会」
フォローアップ研修会」
地域で認知症を「サポート」する方々へ向けた研修会を
2月1・2日の2日間にわたり美浜区事務所で開催しました。
§１ 〜 認知症と共に歩む 〜
ＤＡＹＳ ＢＬＧ！はちおうじ メンバーさん
利用者もスタッフも同じ「メンバー」
として地域新聞の配達や洗車
などの活動をしています。
「認知症になっても周囲のサポートと工夫で
自分のことは自分でできる」
「認知症は私の一部分であり、他の大部分
は変わらない」
と言うメンバーの中田さん（若年性認知症当事者）
は、
スマホ等を活用して、研修当日も一人で多摩市から美浜区へおいでに
なりました。

§3 〜 認知症の方の傾聴について 〜
講師：認知症の方の傾聴ボランティアグループ 稲毛ホワイエの皆さま

長年、
ボランティアとして認知症の方と関わってきた経験から
「心に
寄り添うのが傾聴、話さなくても側にいるだけでよい」
「心の声を聞く
のも傾聴」
といったお話しがありました。
また、認知症の方との関わり方として、
「マイナスの関わりは、認知症
の方の生きる力をしぼませます。
プラスの関わりは認知症の方の元気
を引き出します」
として以下の資料が示されました。
マイナスの関わり方
誇りを傷つける

§2 〜 介護家族について 〜
講師：認知症の人と家族の会 千葉県支部
世話人：諸富徳江 氏
１５年にわたるご主人の介護経験から、
いろいろな葛藤を経て
認知症を受容できるようになったこと。一人で思い悩み抱え込んで
いた時に、
ご近所さんの何気ない声掛けが救いになったことなど、
実体験によるリアルなエピソードを紹介。

§4 〜 地域でできること 〜
進行：生活支援コーディネーター 前澤弘子 氏
認知症であってもいきいきと過ごすためのヒントが書かれた
「旅のことばカード」を用いて、今回の研修を通じて想ったことを
共有し、最後に参加者一人ひとりが、取り組みたいことを考え、
発表し合いました。

プラスの関わり方
失敗はそうっと、見て見ぬふり

急がせる

ゆったり

きりきりする

お茶でも一服

怒り顔

にっこり

一人きりにする

そばにいる、一緒にやる

手を出す

少し待つ

口を出す

黙って見守る

否定

話しを合わせる

説得

本人の気持が動くシナリオで

一度にたくさん

一つずつ

何もすることがない

出番、楽しみごとをつくる

刺激がない

五感や感情に働きかける

参加者の声
● 認知症について、もっと多くの人に理解してもらうことが大切だと感じた。
● 傾聴ボランティアの役割は、在宅で介護するとき、
とても重要であると思った。
● これまでの認知症の方に対するイメージが変わった。
● 認知症の方を地域で支えることの重要性が理解できた。

「昔 は認知症の人はいなかったの？」

まめ知識「認知症カフェ」
千葉市認知症カフェ

検索

認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場です。
詳しくは、千葉市地域包括ケア推進課のホームページをご参照ください。

稲毛神経内科・メモリークリニック 吉山 容正 医師

昔も認知症のひとはいましたが、今に比較し圧倒的に少なかったと考えられます。高齢者が少な
かったことが大きな理由ですが、生活を問題なくすごすことに必要な認知機能がそれほど高くなかっ
たということもあります。
同じ程度の認知機能の低下が「昔の三世代同居、農業を営む家族での高齢者」
と
「現代の一人
暮らしの高齢者」
に起きた場合のその影響を想像していただくとわかると思います。
今、身体障害者に対していろいろな対応がおこなわれることでその方々の生活が広がってきている
ように、
これから先、認知症のひとたちに関しても家族、周囲の人たち、社会の対応が進むことでその
障害を減らすことは十分可能と考えられます。
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若人力…捨てたもんじゃね〜♪
若人力…捨てたもんじゃね〜♪

〜
〜 御殿町若人会の
御殿町若人会の 若者
若者 世代がつくりだす地域福祉活動
世代がつくりだす地域福祉活動 〜
〜
担い手不足やメンバーの高齢化を嘆く地域が多い中、若葉区御殿町に居住する30〜40代の
若者 を中心に、長く休眠していた地域活動が再始動しています。
「子ども達のために」
と始まった夏祭り、
「地域の縁を結ぶ」
ためのサロン御殿茶屋を開催したりと
次世代の担い手と成り得る中・高・大学生をうまく巻き込みながら、活気のある地域づくりを進めて
いる
「御殿町若人会（ごてんちょう わこうどかい）」
に寄稿していただきました。
（敬称略）

若人会の成り立ち
現 状 の自治 会 運 営は60〜70代 の 親 世 代が
中心。
いつか、
自分たちがその年代になる時、隣に誰が
住んでいるのか分からなくなることを危惧。町内の
若 者が 集 会 所で飲 み 会をした のをきっかけに、
『御殿町若人会』
が立ち上がる。

▼真剣な眼差しでドドーンガドン

子ども達による
手作り提灯▶

100回の会議より1回の飲み会
「地域の活性化」
と
「子ども達が喜ぶこと」
を考え
た
『御殿町夏祭り』
も今年で5年目を迎える。
手作りの提灯、子ども神輿による町内練り歩き、
やぐら作りと自治会の協力も得ながらすべて手作り
で規模を拡大してきた祭り。
地元の養魚場も飲み会がきっかけで全面協力！
「書類作成事務」、
「パソコン」、
「力作業」、
「交渉」
とそれぞれの得意分野を活かした役割分担が若者
の活躍する場を広げる。地域には多くのヒト
（人材）
が眠る。気持ちはあるがどうしたら良いか…。その
気持ちに気づき手を差し伸べ、つなげられるかが
大きなカギに。
（佐藤光宏）
皆さんが守ってきたこの地域。
しっかり僕らが守り続けます！▼

▲子ども達＆ママ達が
見守り支えます(^^♪

▲毎年大量の金魚をご寄付！
地元企業「井ノ口養魚場」の
協賛に感謝

▲寄贈神輿も若人会の
修繕により生き返る！

サロンがきっかけで叶う
くみ

汲取り、和式、段差などの不便さが長年自治会
内で協議されていた集会所のトイレ問題。高齢者
のために何かできないかと始まったサロン
『御殿茶
屋』の開催をきっかけに一気に予算化され改修へ。
若人の活動に感化され心動かされた自治会員。
高齢者も子どもも使いやすいトイレに生まれ変わ
り住民は大喜び。
（嶌田由寿）

次世代の担い手育成
中・高・大学生にも積極的に声をかけ、各種行
事において役割を担ってもらうことにより地域で
必要とされているという充足感を感じてもらう。
いつ
しかその経験が地域を思う心へ成長することを期待
し、
おらがまちの心、
そして地域愛を育てたい。
（渡邉直樹）

若人会の合言葉

問合せ先

無理なく
できるヒトが
できるトキに
できるコトを
自分も楽しみながら

御殿町若人会事務局
渡邉
TEL：080-1022-3340
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社協若葉区事務所
TEL：043-233-8181

「赤い羽根共同募金運動」
への
「赤い羽根共同募金運動」
への
ご協力ありがとうございました
ご協力ありがとうございました！
！
実績報告

【平成３０年3月1日現在

平成２９年度募金実績額

合

赤い羽根募金（一般募金）

歳末たすけあい募金

25,329,155円

計

千葉市支会取扱】

10,573,314円

新たな取り組み
昨年７月の九州北部豪雨災害では多くの被害が発生しました。福岡県朝倉
市は大きな被害を受けた地域のひとつです。千葉市支会では朝倉市の復興
に少しでも貢献できる方法はないかと考え、企業や団体に募金のお願いを
する文書に、朝倉市の特産である筑前秋月和紙を使用しました。災害があっ
た後も、変わらず作り続けられている和紙に、作り手の方の強い思いを感じ
ます。企業、団体の皆様にも作り手の思いを感じていただきました。
これからも赤い羽根共同募金は様々な形で被災地支援を進めていきます。

募金活動風景

▲筑前秋月和紙

ジェフユナイテッド(株)のご協力のもと、
ジェフユナイテッド市原・千葉VS
横浜FC戦にて、淑徳大学の学生さんと募金活動を実施しました。 ジェフ
ユナイテッドの選手２名にもご参加いただき、
ファンの方々が喜んでいま
した！(１１月１９日・フクダ電子アリーナ)

蘇我周辺を活動エリアとしているボーイスカウト千葉一団の皆さんと歳末
たすけあい募金活動を実施しました。
当日は冷たい風が吹く寒い中、子ども
たちが元気な声で募金を呼びかけてくれました！(１２月１７日・JR蘇我駅)
（月曜日〜金曜日
（祝日を除く）9：00 〜 17：00）
問合せ先 社会福祉課支援係 TEL：043-209-８８６８

賛助会員のご紹介

ご支援
ご支援・
・ご協力ありがとうございます
ご協力ありがとうございます
敬称略。50音順。

平成29年11月〜平成30年1月
亀山 継夫

木津 孝子

相樂 弘子

佐々木 昭博

鈴木 和男

武井 雅光

田中 清 アーバンリビング稲毛

池上内科医院 （有）市原オートサービス 梅乃園幼稚園 エヴァーグリーン青葉の森管理組合
（株）榎本建築設計事務所

小野寺産婦人科 （株）オフィス聖

医療法人 柏葉会 柏戸病院

木内クリニック 協和クリーン（株） （株）京葉エナジー 山王保育園 （有）翔永

新都市不動産コンサルタント

医療法人社団 翠明会 山王病院

高部内科医院

（有）田原海事

鷲見医院

学校法人 千葉敬愛学園

社会福祉法人 清輝会 エルピザの里

学校法人 千葉経済学園

田代旗幕工業（株）

千葉構内タクシー（株） 千葉療護センター

テクノ
（有） （株）
トーカイ 西千葉稲荷奉賛会 （有）日本クオリティセンター 花見川ロイヤル自治会
富国生命保険（相）千葉支社 （有）藤清 マリンムラヤマ （株）
ミツウロコヴェッセル千葉店

花輪歯科医院

立正安国会
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ご寄附のお礼

ご支援
ご支援・
・ご協力ありがとうございます
ご協力ありがとうございます
敬称略。50音順

平成29年11月〜平成30年1月
【社会福祉事業資金】
301（作草部・天台）地区部会
（株）アズパートナーズ

鈴木 健仁

砂長谷 和子

新鷹の台第二自治会

全建総連千葉建設労働組合

蘇我いきいきセンター

千葉市ことぶき大学校学生自治会
千葉市障害者福祉センター 千葉市母子寡婦福祉会

▲（株）アルタイル様（右）

▲日立物流「まごころ基金」様（右）

▲三井ガーデンホテル千葉様（右）

▲ナカノフドー報徳会・ナカノフドー友愛会様（右）

東京ガス幕張ビル ナカノフドー報徳会・ナカノフドー友愛会
日本アマチュア歌謡連盟千葉市中央支部
三井ガーデンホテル千葉

宮崎公民館クラブ連絡協議会

（社福）ワーナーホーム 松ヶ丘公民館設置募金箱
美浜いきいきプラザ設置募金箱

匿名

【交通遺児基金】
（株）アルタイル 第１０４地区民児協 第１０５地区民児協
第１１２地区民児協

【ボランティア基金】五十嵐 治子 匿名
【物品】
髙𣘺 一夫 福本 邦子 日立物流「まごころ基金」
（株）マルハン千葉北店 日産緑化（株）千葉支店

日産緑化（株）千葉支店様（右）に
福祉体験学習用具を
いただきました▶

匿名

平成30年度子どもルーム職員募集
平成30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
雇用期間：平成３０年４月１日〜平成３
１年３月３
１年３月３
１日
１日
（更新あり）
（更新あり）
雇 用 条 件（１）雇用期間：雇用された日から平成３
（２）賃金等 指導員：月額１82，5００円
（別途諸手当あり。社保完備。）
（２）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）
※「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

