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つなぎます！地域の力

〜 生活支援コーディネーターによる取組み（緑区）〜
空き家が「ふれあい虹の家」に生まれ変わりました！

▲交流の場で楽しいひととき

◀メンバー手作りの木彫り看板

家を使ってなにかできない？

地域の方々の居場所を！

空き家の有効活用
７月１３日、地域の交流の場「ふれ
あい虹 の 家」が 緑 区 内にオープン
しました。
昨年１０月、
あんしんケアセンター
土 気を通じて、大 木 戸 台 団 地 の 方
から「実 家が 空き家 になっており、
地 域 の ために 何かできないか」と
相談を受けたことから始まりました。
生 活 支 援コーディネーターは、
相談者のご希望に沿った有効活用が
できないかを考え、地域の支え合い
活 動 団 体「大 木 戸 台シニア支 援 の
会」
を紹介したところ、
「地域の方々
の居場所づくりをしていきたい」と
いう声が挙がったため、両者をつな
ぎ、交流の場の創出に向け支援しま
した。

相談者
大木戸台シニア支援の会
生活支援コーディネーター
※詳細は次ページ

・ 他の地域での事例を紹介 ・ 地域で必要とされるものを把握して、
地域のつなぎ役として活動をサポート！
・ 活動時の保険の紹介
利用者の声
近くに集まる場所ができ、
楽しく過ごせました。
相談者の声
沢山の方のご協力により、
実家が地域の方のために
活 用され 、とても嬉しい
です。

支援の会の声
地域の居場所として、
イベントでの利用や近隣の
方々への利用貸出しなど、
さらなる活用をしていき
たいです。

交流の場「ふれあい虹の家」

発見します！地域の力
生活支援コーディネーターは、地域の皆さんと協力しながら、高齢者が住み慣れたまちで自分らしい暮らし
を続けられるように支援しています。
稲毛区・若葉区・緑区・美浜区は本会が千葉市から千葉市生活支援コーディネーター設置業務を受託
しています。

生活支援コーディネーターのイメージ
民生委員

老人クラブ

生活支援

ＮＰＯ法人

ボランティア

社会福祉法人

家事支援
家事支援

交流の場
相談・情報提供
活動支援

見守り活動

外出支援
相談・情報提供
活動支援

社協地区部会

地域商店
情報収集

・ あんしんケアセンター
・ ケアマネジャー

町内自治会

担い手の養成
活動の立ち上げ

生活支援コーディネーター
情報提供

ニーズの把握

・ 保健福祉センター
・ 社会福祉協議会

医療
医療ケア・サービスの提供

介護

いつまでも自分らしく暮らしたい！

生活支援コーディネーターの主な活動内容
◆ 地域にあるサービスや活動状況の把握
並びに情報の開示
地域の方が利用できるサービスを把握し
ます。把握した情報を「千葉市の生活支援
サイト」等で紹介します。
◆ 支援ニーズの把握
生活するうえで皆さんが困っていることを
把握します。
◆ マッチング
皆さんの困りごとや希望とそれに対応する
サービスをマッチングします。
（1面のような事例です）
◆ ボランティアの養成
支え合い活動の担い手を養成します。
◆ 関係者間のネットワーク構築
あんしんケアセンターや社会福祉法人、
地域支援団体、企業等とのネットワークを
つくります。
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介護ケア・サービスの提供

「地域の力」探せます
千葉市が、暮らしに役立つ情報が手に入る「千葉
市の生活支援サイト」を7月29日に開設しました。
このサイトでは、地域内の「気軽におしゃべりし
たり、趣味が楽しめる場所」や「近所で集まって健康
のために体操できる場所」、
「買物や家事の支援」
等々が色々な方法で検索し確認できます。
生活支援コーディネーターが、地域を回り集めた
情報が掲載されています。
URL：https://chiiki-kaigo.casio.jp/chiba

知的障害の子って？ 自閉症の子って？
疑似体験で知ろう！キャラバン隊「ららら」
地域ふくし力アップ助成金活用団体事例紹介

▲言われていることがわからない…どうしよう

体験者の声♪♪♪
今日は、
ここでしか体験できないことを通じて障害が
ある人の立場に本当の意味で立つことができたように
思います。
（学生)

★「知る」
ということ
キャラバン隊「ららら」
は、知的障害、
自閉症の
ある子の親と一般市民とが手を携え、
本会若葉区
事務所と連携し、平成２９年に結成されました。
景色の見え方、
話のきこえ方、
指先の感覚など
の疑似体験をとおして
「知る」
ことにより、障害者
福祉に関する地域住民の理解を深めるための公
演活動に取り組んでいます。
公演対象は小学生(高学年)から高齢者までと
幅広く、
「 小中学校の皆さんをはじめ、地域の
たくさんの方へ体験していただきたいです。」
と
代表の池田さんは話されます。
創意工夫の体験プログラムはとてもわかりや
すく、
体験された方の声も好評です。
皆様も体験してみませんか。
◀折り鶴にチャレンジ！いつもと違うなぁ

親として子供たちを支える立場でどういう心構えで
いたら良いか後押しをしていただいた気分です。具体的
な体験やお話でとてもわかりやすかったです。
(母親)
知るってすごいなあと思いました。知らなければ何も
始まらない。進まない。進まないということは何も変わら
ないということ。
（民生委員)

公演体験ご希望の方は下記までお気軽にご連絡ください。
キャラバン隊「ららら」 代表：池田さん
TEL：043-293-0138

地域ふくし力アップ助成金とは？
本会では、地域の特性や市民の意向等を踏まえ、地域福祉
の活性化及び地域における福祉課題の解決を図るため、市民
が自主的に行う事業に要する経費について、予算の範囲内に
おいて、当該事業を実施するものに対し、
『地域ふくし力アッ
プ助成金』
（上限30万円、今年度予算）
をご用意しています。
上記のキャラバン隊「ららら」は、
この助成金を活用してい
ます。
助成金の活用に限らず、地域でのこんな活動やってみた
い、
きっかけがわからないなど、本会コミュニティソーシャル
ワーカーがお手伝いしますので各区事務所にご相談くだ
さい。

主な要件
■ 対象となる活動
・ 市内の地域福祉活動
・ 新たに実施する事業
・ 本会区事務所と連携して実施する事業
■ 対象となる団体
・ 法人格を有しない市内の団体
・ 活動が１年以上継続している、又は今後継続
すると見込まれる団体

区事務所電話番号
中央区事務所

043-221-2177

花見川区事務所

043-275-6438

稲毛区事務所

043-284-6160

若葉区事務所

043-233-8181

緑区事務所

043-292-8185

美浜区事務所

043-278-3252
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「安心」への一歩、
「よかった」への一歩は、相談から
ひとりで悩まず、千葉市生活自立・仕事相談センター中央にご相談ください。

こんな悩みに寄り添ってサポートします
生活のこと

収入はあるのに
生活が苦しい。

仕事を辞めて
家賃が払えない。

家族のこと

仕事のこと

困っているけど
どこに相談したら
いいの？

健康のこと

「くらし」
や
「しごと」、
「健康のこと」
で、
不安やお困りはありませんか？

あなたの不安を一緒に考え、
解決に向けてサポートします。

自分にあった仕事が
なかなか
みつからない。

ご家族やお近くの方で、
困っている方はいませんか？

まずは、生活自立・仕事相談
センター中央にご連絡ください。

問合せ先

相談
無料

〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる15階
T E L：043-202-5563（月曜日〜金曜日
（祝日を除く）8：30 〜 17：30）
F A X：043-221-3370
メールでご相談ください。
E-mail：soudan-chu@chiba-shakyo.jp ※まずは電話、FAX、

〜 ご相談ください！生活福祉資金貸付制度のご案内 〜
１. 生活福祉資金貸付制度とは

2. 資金の種類

この制度は、他の貸付制度が利用できない （１）総合支援資金
（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）
低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯
に対し、資金の貸し付けと相談・支援により、 （２）福祉資金（一般福祉費、緊急小口資金等）
経済的自立及び生活意欲の助長・社会参加の （３）教育支援資金（教育支援費、就学支度費）
促進を図り、安定した生活を目指すことを目的と （４）不動産担保型生活資金
しています。
（５）臨時特例つなぎ資金
（貸付の決定及び貸付金の交付は、千葉県社会 ※ご利用にあたって は条件がありますので、詳細はお住まいの
福祉協議会）
区事務所（３ページ下部）までお問合せください。
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赤い羽根共同募金運動が始まります
皆様の温かいご支援とご協力をお願いいたします。

運動期間は１０月１日〜来年３月３１日です

©千葉県共同
募金会

昨年度、
皆様からご協力いただいた募金総額は、
２５，
１１６，
０２９円でした。
お寄せいただいた募金は、
「じぶんの町をよくするしくみ。」のテーマに沿って、
約７割が
市内のさまざまな地域福祉活動へ、
約３割が県内の福祉施設の整備や災害支援に役立て
られました。今年もご協力をお願いします。
募金方法
・町内自治会を通じて、
ご協力をお願いしています。
・駅前やイベントなどで、
通行人に募金を呼びかける「街頭募金」を実施しています。
・社会福祉協議会各区事務所、
公共施設などに設置されている募金箱を通じて、
ご協力を
お願いしています。
問合せ先

社会福祉課 支援係

TEL：043-209-8868

〜 ボランティア講座のご案内 〜

※詳細は、
各ボランティアセンターにお問い合わせください。

申込先

講座名

内容

開催日

時間

会場

定員

中央区ボランティアセンター
(043-221-2177)

精神障害を知る
〜 傾聴ボランティア講座 〜

精神障害に対する理解を深め、話し相手など
の支援活動を行うボランティアを育成します。

10/3、10/10
〔2日間〕

10：00〜
12：00

きぼーる15階
ボランティア活動室

20人

稲毛区
ボランティアセンター
(043-284-6160)

傾聴ボランティア講座

傾聴の講義、
ロールプレイ。

10/30、
11/6
〔2日間〕

10：00〜
12：00

稲毛保健福祉センター
3階大会議室

30人

傾聴ボランティア
フォローアップ講座

傾聴の講義、
ロールプレイ。

11/13、11/20
〔2日間〕

10：00〜
12：00

稲毛保健福祉センター
3階大会議室

20人

若葉区ボランティアセンター
(043-233-8181)

シニアサイン講座

言葉に身ぶりや簡単な手話を補って会話
をするシニアサインを学び、耳の遠い方と
のコミュニケーションの取り方を学びます。

11/8

13：30〜
15：30

若葉保健福祉センター
3階大会議室

20人

緑区ボランティアセンター
(043-292-8185)

ガイドヘルプ・シニアサイン
ボランティア講座

視覚障害・聴覚障害に関する知識や支援
方法を学び、生活のしづらさがある方に
対するボランティアを育成します。

11/29、12/6
〔2日間〕

10：00〜
12：00

緑保健福祉センター
2階大会議室

20人

やさしい日本語フォローアップ
ボランティア講座

外国人の市民の方と円滑なコミュニケー
ションを図るための知識を学び、地域での
ボランティアを育成します。

10/8

10：00〜
12：00

美浜保健福祉センター
4階大会議室

30人

始めてみませんか
ガイドヘルプ

視覚障害に関する知識やガイドヘルプの
技術を学び、
ボランティアを育成します。

10/11

10：00〜
12：00

美浜保健福祉センター
4階大会議室

20人

認知症サポーター
フォローアップ講座

認知症に対する知識を深め、
地域での理解
者やボランティアを育成します。

①12/12
②12/13
〔2日間〕

①13:00〜16:10
②13:00〜15:40

美浜保健福祉センター
4階大会議室

30人

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

千葉市で大規模な災害が発生した場合に
設置される「災害ボランティアセンター」
を知ってもらうとともに、災害ボランティア
センターの運営を手伝っていただける方を
募集します。

①10/12
②10/26
〔2日間〕

①10:00〜
16:00
②13:00〜
16：00

美浜保健福祉センター
4階大会議室

30人

美浜区
ボランティアセンター
(043-278-3252)

千葉市
ボランティアセンター
(043-209-8850)

本会のボランティア講座は
「ちばシティポイント」の
対象事業です
対象事業に参加すると
「ちば風太WAONカード」
に
ちばシティポイント が
貯まります。

詳細はちばシティポイント
事務局
TEL：0570-783-671
URL：https://chibapo.pointpack.jp/

『縁joy・東北』
２０１9

東日本大震災復興応援イベント

日時 令和元年１１月３０日（土）11:00〜15:30
会場 きぼーる1F アトリウム（千葉市中央区中央4-5-1）

今年も
開催します
！

チーバくんも
来るよ！

内容 ・いけばなパフォーマンス ・大熊町「相馬流れ山踊り」、浪江町「川添の神楽」
・歌の披露：原田直之さん、横洲かおるさん ・がっきー踊り
・被災地の写真展示・フォトボイス 他
・千葉県内支援団体が被災者と一緒に出展 ※フラの披露：翔凜高等学校 フラ・タヒチアンダンス部

問合せ先 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

千葉県PRマスコットキャラクターチーバくん
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子どもルーム（学童保育）指導員・補助指導員募集！
業務内容 放課後や長期休業日等における利用児童の生活・遊びの指導及び安全管理。
応募内容 【指

導 員】
応募資格▶放課後児童支援員、幼稚園・小中高教諭、特別支援学校教諭、保育士、社会福祉士、放課後児童支援員の有資格者もしくは放課後児童
支援員の研修対象となる方。
待
遇▶月額１８２，
５００円、通勤手当
（本会規定内支給）、
その他諸手当、社会保険完備経験加算給有。
勤 務 日▶月曜〜土曜日
（祝日、年末年始を除く）の中で週５日間のローテーション勤務、勤務日指定不可。
【補助指導員】
応募資格▶資格・経験不問。
待
遇▶時給９９０円、通勤手当
（本会規定内支給）、時間外手当、労災保険。
勤 務 日▶月曜日〜土曜日
（祝日、年末年始を除く）の中で週２〜３日間。

勤 務 地 本会が運営する子どもルームのいずれか。
勤務時間 平
日
土 曜 日
長休日等

Ａ）
１１：３０〜１９：００
Ｂ）
１２：３０〜１８：３０
Ａ）８：００〜１７：００
Ｂ）
１１：００〜１７：００
７：４５〜１９：００の中でシフト制。

雇用期間 採用日〜翌年３月３１日
（更新あり）

※応募方法など詳細については、
お気軽にお問い合わせください。

問合せ先 社会福祉課 児童育成班 TEL：043-209-6055 月曜日〜金曜日
（祝日を除く）9:00 〜 19:00

ご支援・ご協力ありがとうございます

賛助会員のご紹介

団体、
法人は代表者名を省略。法人名は略称を使用させていただきました。個人、
団体、
50音順。

2019年5月〜7月
特別養護老人ホームアルマ美浜
(福)高徳会ソレイユ千葉北

石井文雄税理士事務所

(福)うぐいす会 稲毛グループホーム 特別養護老人ホーム小倉町いずみ苑

(福)慈心会 特別養護老人ホーム緑苑 白百合自治会

(医)誠馨会 介護老人保健施設秀眉園

特別養護老人ホームセイワ若松

(福)心友会 しいのみ園

(福)清輝会 エルピザの里

(福)穏寿会 特別養護老人ホーム 裕和園
(医)誠馨会 総泉病院

(福)千葉アフターケア協会 ハピネス浜野 （株）千葉経済開発公社

(福)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 （株）千葉ショッピングセンター （株）千葉マリンスタジアム (宗)重俊院
(福)天光会 特別養護老人ホーム恵光園
花見ヶ丘 大樹会

花見ヶ丘自治会

（株）マウントバード

(福)徳和会 （有）豊田恒産

特別養護老人ホーム中野園 （株）西船企業

花見川ライオンズプラザ自治会 （株）プラチナサービス ハートケアライフ誉田

(福)初穂会 特別養護老人ホーム稲毛こひつじ園

(福)宝寿会

(福)鳳雄会 グループホーム星の里

★ 町内自治会等は、
住民会員のほか賛助会員としてもご加入いただいた団体のみ掲載しています。

ご寄附のお礼

心温まるご寄附ありがとうございます
団体、
法人名は略称を使用させていただきました。敬称略。個人、
団体、
50音順。

2019年5月〜7月
【社会福祉事業資金】鈴木 健仁 青葉の森クラブ （株）いなげや千葉桜木店設置募金箱 （株）ニチレイ
スーパーＤ ステーション千葉みなと店

高田屋米店

中央区事務所設置募金箱

【交 通 遺 児 基 金】第１０４地区民児協 第１０５地区民児協 第１１０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

【物品】時田 昌彦 （株）セブン-イレブン・ジャパン 明治安田生命労働組合

◀スーパーＤ ステーション
千葉みなと店様（右）

広告

※「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。

はーとふる千葉
社会福祉
法
人

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。

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

