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´ 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。
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コロナに負けるな !

～ 市内福祉施設の授産製品を応援 ～

◆シリーズ～発達障害つて?～

◆赤い羽根共同募金運動が始まります!

◆「よかつた」への一歩は、相談から

◆情報ぷらつとほ～む

◆賛助会員・寄附者の紹介

◆職員募集

◆『縁joy・東北』2021

◆おうちで簡単、運動不足を解消 ! Part3
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千葉パイレーツは、1997年 (平成9年 )に設立されたシッティングバレー

ボールのチームです。男子約30人、女子約25人が所属しています。

東京2020パラリンピック代表として、カロ藤選手、田澤選手、皆川選手が選出

されました !

華 シッティングバレーってどんな競技?

A競技名の通り、座つた状態 (シッティング)で行うバレーボールです。下肢

などに障害のある選手がプレーし、一般の6人制バレーボールとルールは

ほとんど同じです。

幸 見どころは?

A小さいコートで繰り広げられるスピーディーで激しい攻防、そして床面ギリ

ギリで拾い続ける守備などです。

※国内大会では障害の有無にかかわらず出場できます。

※パラスポーツに興味がある方は最終ページを参照
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劣篇にな褥たす

●先天性の脳機能の障害です。本人の性格や育て方の問題ではありません

●発達に遅れ、偏り、歪みが見られます

運れ :同じ年齢のみんなができることができない 備り :得意・不得意の差が大きい (凸凹がある)

歪み :他の人とは違うやり方、理解の仕方をする

発達に遅れ、偏り、歪みがあつて、毎日の生活で支障をきたしていること、適応行動に問題がある状態が障害の

】犬態です。適切な対応をすることで障害の状態は変えることができます。

ギ》蝙邊躙警晰盪隆輯薇

●自閉症スペクトラム(ASD)● 注意欠タロ・多動性障害(ADHD)
●学習障害(LD)※ ASD、 ∧DHDは矢目的な遅れを伴うこともあります。

発達障害情報・支援センター

千葉市発達障害者支援センター TEL:043-303‐6088
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《特壌第2弾〉コ国ナに負けるな!

内福祉施設の
莉 晶を饉鯉 !

轟錮
隧罐・.

iV新型コロナウイルス感染症の影響によリバザーや

イベントの中止が本目次ぎ、福祉施設等で製造している

授産製品の売り上げが大きく落ち込んでいます。

そこで、特集第2弾として (特非)千葉県障害者就労

事業振興センター (TEL:043‐ 202…5367)のご協力に

より、市内福祉施設の「イチ押し商品」をご紹介します。

ぜひご利用ください。

富士 山の麓 のきれいな水 と

太 陽に育てられた、ほうじ茶と

オリーブの葉を使つた100%植物

性のクッキーです。ザクザクとした

歯ごたえ、ほのかな苦みと塩味が

クセになるおいしさです。

【住所】〒267‐ 0066千葉市緑区あすみが丘5‐ 5‐5

【Fc3合せ先1043-377-4097
【オンラインショップI

https://vlolanouta.thebaseoin/

鑢文咆轍 囃鸞鈴 勇諾楊瘍うだ

ぬいぐるみの中に

洗濯バサミが入つて

いるのでカーテンの

隙間を止めたり、メモ

をもたせたりとお部

屋の可愛いアクセン

トになります。

i住酬 〒263‐ 0043千葉市稲毛区小仲台6‐ 5‐ 12
i問合せ先】043-287-1984

膊―珀求…盪ξ汰愧え耗栃贔‡ず
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家事作業に実用的

なキッチンキヤップは

いかがですか?

生地が薄くて被り

やすいです。

いろいろな柄 を

取り揃えております。

睦所1〒266¨ 0005千葉市緑区誉田町2‐21

【問合せ先]043-291-5517

り…当蒻驀八軋靡



昨年度は、皆様のご協力により22,016,915円 の募金をお寄せ

いただきました。募金は「じぶんの町を良くするしくみ。」のテーマに

沿つて、約7害」が市内のさまざまな地域福祉活動へ、約3害」が県内の

福祉施設の支援に役立てられます。
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●町内自治会や民生委員さんのご協力を得て実施する戸別募金

・ 街頭募金活動への募金

0企業、団体などの職場で実施する職域募金

・ 社協各区事務所、商業施設等に設置した募金箱への募金

●スマホ(QRコード)からの募金

千葉県共同募金会 千葉市支会 (生活支援課 生活支援係 )

TEL:043-209-8868 URL:chiba― shakyo.jp/kyobo/

あなたと私|ま 、

|■

藤 千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
「びわぴよ」赤い羽根でつながって0ヽ る。

幕[品憩共轟募金|″

今年度も桜井日奈子さんがポスターモデルです。

[環0いQ=李 :ヽ賂‐か0.た奪へQ:■歩|は``職から
ひとりで1悩まず、千葉市生活自立・仕事相談センター中央にご本目談ください。
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令不□3年6月 15日 (大 )牛前lo時から、若葉区第419地区民生委員児童委員協議会と千葉東警察署1平より「電話de詐欺

防止キャンペーン」を“千葉銀行大宮台店外ATA/1"と“千葉大宮郵便局"それぞれの出入□において実施しました:‐

千葉市内で多発している「電話de詐欺J、 若葉区内においても、親族や警察官等を名乗つた詐欺が増力日しています。ATA/1

や1郵便1局を利用される住民の方(特に高齢者の方を対象)に、詐欺被害防止に関するリーフレツトや啓発グツズを配布しな

がら注意を呼びかけましたよ      |

令和3年フ月10日 (土)に稲毛いきいきプラザで開催した「健康フェスティバル」は、血管

年齢や体組成、骨密度測定、看護師へのlll康相談などが手軽にできるので、日頃よりいき

いきプラザを利用してしヽる常連の方はもちろん、区外の方が申し込まれるなど、非常に

人気のあるイベントです。

本来は、多くの方にご参力□いただきたいところですが、新型コロナウイルスの影響に

より、人数制限や測定場所の間隔を空けるなど、感染対策を行いながらの開催となりま

した。

測定結果に参加者の反応 |よ 様々でしたが、日頃から健康への意識が高い方が多いこと

もあり、測定を行うことで、改めて健康に対するモチベーションに繋がつたようです。

当日は、インターンシップとして、千葉大学の学生を受け入れ、活動を通じ参加者との

コミュニケーシ∃ンを図りました。

今後も、新型コロナウイルスの感染対策を十分に取りながら、
い
仲間づくり"と “介護

予防"をテーマに講座やイベント等を開催し、皆さんの元気を応援していきます。

各区しヽきいきプラザのイベント・講座等の情報は、Tw tterを 始めましたのでご覧ください。

‡千葉市じヽきしヽきプラザ・センプーツイップー J RL:ntipsi〃 twittoF,屯 ⑬m/c彙 iba_iki!資 :_時 Cl

※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。

※新型コロナウイルスの影響により、変更。中止となる場合があります。

読み聞かせ
ボランティア講座

読み聞かせボランティアに必要な矢□識や技術を学び
ます。

10/27(ガく)

10日寺-12日寺
若葉保健福祉センター
3階大会議室

15人
若葉区ボランテイアセンター
043‐ 233‐ 8181
※10/1から受付開始

認矢□症サポーター

ステップアップ

講座

地域で認矢□症の方や家族をサポートするための矢□識
や技術を学びます。
※認矢□症サポーター養成講座修了者で、講座修了後
ボランティア登録及びボランティア活動が可能な

方対象

10/11(月 )

13日寺-17時
緑保健福祉センター
2階大会議室

15人
緑 区 ボ ランティアセ ンター

043‐ 292‐ 8185
※受付中

10/28(ラベ)

13日寺～17日寺
きぼ`―る
15階ボランティア活動室

15人
中央区ボランティアセンター
043-221-2177
※10/1か ら受付開始

11/2(火 )

13日寺-17日寺
稲毛保健福祉センター

3階大会議室
15人

稲 毛 区 ボ ランティアセ ンター

043‐ 284‐ 6160
※10/1から受付開始

傾聴ボランティア
入門講座

高齢者の方のお話を傾聴するボランティア活動に

必要な知識や技術を学びます。

12/17(金 )、 24(金 )

10日寺～12日寺
きば―る
15階ボランティア活動室

15人
中央区ボランティアセンター
043‐ 221‐ 2177
※11/1か ら受付開始

～精神障害を矢□る～

傾聴ボランティア講座
精神に障害のある方に対する理解を深め、話し相手を

はじめとする支援活動に必要な矢□識や技術を学びます。

1/7(金 )、 14(金 )

10日 寺́ヤ12日寺

きぼ―る
15階ボランティア活動室

15人
中央区ボランティアセンター
043-221-2177
X12/1か ら受付開始

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。

ちばシティポイント事務局 TEL:0570-783-671 ∪RL:https://chibapo.pointpack.jp/

4



盪02(年5覇～7踊 敬称略。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、法人、団体、50音‖贋。

小西 鋼― 豊田 清子 (福 )あしたば中野学園 特別養護老人ホーム小倉町いずみ苑 (福)オ リーブの樹 (株)ガードワン (福 )九曜会たかね園 特別養護老人ホーム恵光園

(福)高徳会 ソレイユ千葉北 (福)孝明会 特別養護老人ホーム昌晴園 (株)在宅支援総合ケアーサービス 障害福祉サービス事業所桜が丘晴山苑

シームレスケア訪問看護ステーション シャローム若葉 (福 )淑徳福社会 (福)心友会 しいのみ園 (株)鈴の庵 (福)清輝会エルピザの里 (福)斉信会

特別養護老人ホーム清禾□園 特別養護老人ホームセイワ若松 特別養護老人ホーム第2いずみ苑 高洲1コ ミュニティセンター ((株 )千葉マリンスタジアム)

(福)父の樹会 ガーデンセブン (福)千葉アフターケア協会ハピネス浜野 (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 千葉ハートケア訪間介護サービス

重俊院 (福 )常盤会 (福 )徳不日会 (福 )苗場福祉会 特別養護老人ホーム アルマ美浜 特別養護老人ホーム中野園 小規模多機能型居宅介護 ななゆめの里 (福 )萩会

軽費老人ホームはつらつの里 花見川ライオンズプラザ自治会 花見川ロイヤル自治会 (特非)フ ォレストサウンド (福)宝寿会 (福)鳳雄会 軽費老人ホームほんだくらぶ

特別養護老人ホーム緑苑 (福)み らい工房 (福)八千代美香会 特別養護老人ホーム裕禾□園 わかくさ保育園

2021年 5薦～ 7島           敬称略。団体、法人はイ

【社会福祉事業資金】
行木 孝 (株 )いなげや千葉桜木店設置募金箱 在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会

美浜区事務所設置募金箱 (株 )ヤマノホールディングス

千葉市テニス協会ベテラン委員会 (宗 )毘沙門堂設置募金箱

【交通遺児基金】

第105地 区民児協 第110地 区民児協

ダイセーロジスティクス(株 )

【ボランティア基金l

堀合 冨子

【物品】
川□敏明 (株 )セブンーイレブンジャパン

(宗)毘沙門堂 千葉トヨペット(株 )

今年5月 に千葉みらい農業協同組合から新型コロナ禍でお困りの市民の方々に『千葉のおいし
いお米「粒すけ」2kgJl oO袋で応援したいと相談があり、配付先の紹介をさせていただきました。
このお米は市内の子ども食堂運営団体や学生向けに食料品を提供している団体等に届けさせて
いただきました。

憔

く子ども食堂グレイステーブルさん

萎華童嚢 S彗亦薇羹轟 〔霧瞼轟亀譲]

フラン
保険全の種類

翼
肇

垂

華

死亡保険金 1,040万円

後遺障害保険金 1,040万 円(限度額)

入院保険金日額 6,500円

手術

保険金

入院中の手術 65,000円

外来の手術 32,500円

通院保険金日額 4,000円

地震噴大津波による死傷 × ○

賠償責任保険金
(対人 対物共通)

5億円(限度額)

―

350円  1 500円
団体害」引 20%適用済/過去の損害率による割増引適用

く基暮 r.手 ■ ■華i■■■■‐

'ヽ基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する
死傷は補償されません。

警菫塞策ランティアi垂動作蓼場iヱ 、訂鷲識 t瞳嚢
纏種プラン重へ織鑢λ宅霧ます鋒藝妻す.

※被災地でのボランティア活動では、予預Jできない様 な々
事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらか
じめ「天災。地震補償プランJに加入いただきますと、より
安心してボランティア活動に参加いただけます。

加入 J」

httpsプ/www fukushihoken.oo.jp

KЮ保険|□裏尋ヲ
雰彎∫

フレッHま
〉

(ふ くしの保険ホームベージ)

(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険 (オ ブション))

全踵ヨ210万人  目

S」 20 12302 20201228作 成〉

‐   5

傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)           (傷 害保険)

●●I=
臨無  社会福祉法人全国社会福祉協議会
儡 議蜻 〉

褥ξttlもイき舗 菅鶴
医療・福祉開発部 第二課

受付時間 :平日の9Ю O～ 17:00(土 日・祝日、年末年始を除きます。)

聾 時  株 式 会 社 福 祉 保 険 サ ー ビ ス
〒100-0013東 京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
丁EL:03(3581)4667 FAX:03(3581)4763
受付時間 :平 日の 9:30～ 17:30(12/29～ 1/3を 除きます。)

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です.

敬称略。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、法人、団体、50音順。

▲在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会様 (左 ) ▲千葉 トヨペット(株 )II



〈千葉市からのお知らせ〉

市民団体、障害者団体等の福祉団体、障害者スポー
ツ団体など。     _____.    _
上限20万円 ||

①補助金交1付申請書

②事業計画書||

③収支予算書

④会則または規約 など

①～③はオリンピック・パラリンピック調整課で
配布。ホームページから印刷も可。       |‐

畠重黎輛 長三だ塩
パラリンピック

対象事業など詳しくは、お問い合わせいただくかt

ホームページで募集要項をご確認ください。
「千葉市 パラスポーツ振興補助金」で検索。

千葉市オリーンピック・パラリンピック調整課
TEL:043=245‐5296 FAX:1043‐ 245‐ 5299 1

く子どもルーム(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

募集内容 【指導員l

応募資格卜放課後児童支援員、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受講要件を満たす方、もしくは放課後

児童支援員の研修対象となる方。

待  遇卜月額191,000円 、通勤手当 (本会規定内支給)、 その他諸手当、

社会保険完備。経験年数に応じて経験カロ算給有。

勤 務 日隣月曜日～土曜日(祝日、年末年始を除く)の中で週5日間の
□―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 。経験不間。

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。経験年数に応じて経験加算給有。

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 FBl平  日 A)11:30～ 19:00 B)12:30～ 18:30
土 曜 日 A)8:00～ 17:00  B)11:00～ 17:00
長期体業日等 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、お気軽にお問合せください。

児童育成課
TEL:043‐ 209‐ 6055(土日・祝日。年末年始を除く9:00～ 17:00)
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1讀
東日本大震災応援イベント

〆

魃 令和3年 11月 2日 (火)13:00～  5日 (金)15:00 不餡熙静
0三本杉先生の詩とのコラボ15点 (矢□洋子氏)

抒瑶堡卍詈千葉市中央区中央4‐5-1

・震災当時の写真など(福島民報)

・被災当事者が撮つた写真と声 (フォトボイス).
0千葉県内の支援団体活動紹介      メきば一る 1階 アトリウム (エントランス)

口 言量
:霊型ξ認錆食

ちば市民活動。■

_       …18 
担当 :石丼・]民

事業サポート
`3L担当:石丼価嶋
アラブ      

・矢□洋子氏の。Wonderな 9講
演会

…・‐‐F‐‐‐――――‐剣儀秋氏み
えのよさこい踊ち

‖ん13Ю～

…査壁11二塁
筆のミニ演奏会' 11/314:00～11/314:30～

お家で簡単、運動不足を解消!Part3
本会いきいきプラザ・センターで介護予防に取り組んでいる理学療法士より、自宅で簡単かつ身体機能低下に

効果が高い運動を、解説つきでご紹介します。(トレーナー :理学療法士 齊藤/モデル :理学療法士 森田)

]彗子 :こ嚢つな鍍隧5、 動覇鼈毎仏量 4ブ璽動 :轟菱そ繁えよ讐::[

※椅子に浅く座り、背中を丸めず、足は握りこぶし2つ分開き、足の裏は床につけた姿勢を取りましょう。

①椅子に浅く座つた状態で、両足の
ももを上げる(手で椅子を夕申して
実施してみましょう)

②両足を上げた状態で5秒間キープ

(なるべく姿勢がくずれないように

気をつけましょう)

③両足がつらい場合は、片足ずつでも

OK

④これを5回繰り返しましょう

【理学療法士からのアドバイスポイント】 呼吸を止めずに行うことが大事!!

βすくなり詢 → :電理重渉撃ま振露灘普層彗曇31量籠詈暴EI異
ながら足を上げましょう⇒

:撃 ― 髪二 う千 重

手で椅子を押すことで、脇の下にある
筋肉も鍛えることができます。

垂重尋費常i孟鑽悽聰憮霙鼈揚釉曹躍:‰露評宿ぶ順衝秘げ41薦鷲‖I肝品竃薦記常
※「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、広く市民の方々にこ愛読いただいています。


