
平成２５年度 ちはら台地区社会福祉協議会事業報告 

全体会議及び全体行事 

活動部門 内 容 

総会(地区社協設立) 

 

理事会 

 

 

 

 

 

 

 

役員会 

部会連絡会議 

 

 

 

地域福祉関係者研修会 

 

敬老会事業 

 

 

 

 

 

 

 

福祉バザー 

 

かずさのみち発行 

 

年１回 平成２５年３月３０日(日) １６：００～ 

    ちはら台支所会議室 

第１回理事会 ７月２９日 １０：００～ ちはら台支所会議室 

 議題 敬老会開催要領について、構成団体との情報共有 

第２回理事会１１月１７日 １０：００～ ちはら台支所会議室 

 議題 敬老会反省会について 

第３回理事会 １月２６日 １０：００～ ちはら台支所会議室 

 議題 福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ残余金収支予算再検討について 

第４回理事会 ３月３０日 １０：００～ ちはら台支所会議室 

 議題 平成２６年度事業計画と予算の検討について 

第１回  ３月２９日 コミュニティセンター第４会議室 

第１回 ８月１７日 １０：００～ちはら台支所会議室 

第２回１１月１７日 １２：００～ちはら台支所会議室 

第３回 ３月 ２日 １０：００～ちはら台コミュ二ティセンター

第４会議室 

地区社協関係者研修会開催 １１月２９日(金) 32 名参加 

「匝瑳市社協視察：安心生活創造事業の取り組みについて」 

第１回実行委員会９月１日 ４小学校区一斉開催 

    ちはら台コミュ二ティセンター 支所会議室 

第２回実行委員会９月２１日～２８日 各小学校区ごと 

事業実施 １０月６日(日) 

  清水谷小学校会場 107 名参加  

  牧園小学校会場   85 名参加 

  水の江小学校会場  58 名参加 

  桜小学校会場   38 名参加 

１１月３日(日) ９：３０～ちはら台コミュ二ティセンター 

 

第１回 ８月１日発行 第２回１月２０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 ちはら台地区社会福祉協議会部会別活動報告 

総務部会 

部会名  総務部会 部会長  松 本  活 夫 

取組内容 ① 部会会議 

     毎月第１金曜日 9 時～12 時 12 回開催 

    (但し、2 月、3 月は第 1 木曜日 9 時～12 時) 

② 取り組み事業及び実績  

① 広報紙「かずさのみち」2 回発行 

② ホームページ開設準備 

③ 研修会開催による人材育成と能力の向上 

④ 会員募集による地区社協の組織の強靭化 

⑤ 敬老会(4 校同時開催)開催の支援 

⑥ 部門間会議の開催による情報の共有化と地域福祉活動の向上 

⑦ 広報紙に広告掲載による財源の確保 

⑧ その他財源確保の検討 

 

直接支援部会 

部会名 直接支援部会 部会長 鈴木俊江 

取組内容 ①部会会議 （7 回開催） 

4/23・5/28・7/23・9/24・11/17・1/28・3/25 

 たすけあい隊ボランティア会議  11/17 開催 

②取り組み事業及び実績 

たすけあい隊受付窓口・・窓口開催日：237 日 担当者人数：16 名 

相談支援・・25 件 

直接支援・・193 件（預かり 11 件、付添い 172 件、家事 5 件、代行 5 件） 

       利用者数：23 名 支援者数：15 名 

相談窓口 直接支援 

・地区社協の事務所移転に伴い、相

談者、利用者が気軽に立ち寄れる場

所となったこともあり、生活上のち

ょっとした相談などが増えている。 

・高齢者の相談件数が半数以上を占

めるが、子育て中の世代も相談があ

る。 

 

・すぐに立ち寄れる窓口が出来たこと

や、さまざまな広報活動などで認知さ

れ始めたこともあり、新規も含め支援

件数はかなり増えた。 

・支援の９割近くは付添い支援であ

る。 

・毎週という利用者もあり、曜日も重

なる場合、支援者の確保が難しい。 

 

 

 

 

 



児童支援部会 

部会名  児童支援部会 部会長  深野  進 

取組内容 （１）取り組み 

  ①子育て中の親子が自由に参加し、相互に交流がはかれる場の提供 

  ②子育て相談支援並びに情報の提供  

（２）事業展開 

○親子交流，集いの場提供・子育て相談窓口支援，情報提供 

・『子育て広場』『広場のびのび』『すまいる』の運営 

子育て広場 すまいる 

(1) 部会会議 

 ①定例部会 毎月１回開催 

 ②行事準備会を開催 

(2) 活動報告 

①毎月第２木曜日 10 時～ 

 ・計 10 回開催 

  （参加者）２０５組，４１５名 

②場所 

 ・ちはら台コミュニティセンター 

(1) 部会会議 

 ①定例部会 奇数月第１火曜日 

(2) 活動報告 

①平日・毎日 10 時～ 

 ・計 226 日開催 

  （参加者）1,169 組，1,458 名 

 （スタッフ）延 460 名 

②場所 

 ・市立水の江小学校 

広場「のびのび」  

 (1) 活動報告 

①毎月第１・３月曜日 10 時～ 

 ・計 19 回開催 

  （参加者）１４４組，２９６名 

②場所 

 ・ちはら台コミュニティセンター 

 

【３事業合同開催行事】 

 （１）『親子ふれあい サマーコンサート』 

   ①日 程  平成 25 年 8 月 8 日（木） 

   ②場 所  ちはら台コミュニティセンター２階会議室 

   ③内 容  『ちはら台ウインドアンサンブル』によるコンサート 

   ④参加者   ３７組，１１０名 

 （２）『クリスマス会』 

   ①日 程  平成 25 年 12 月 12 日（木） 

   ②場 所  ちはら台コミュニティセンター２階会議室 

   ③内 容  人形劇とサンタさんによるプレゼント配布 

   ④参加者   ４８組，１０３名 

 

 

 



高齢者支援部会 

部会名 高齢者支援部会 部会長名 吉田 侑 部会員数   ６０ 名 

部会目標 地域高齢者のコミュニケーションを図り、健康増進と生きがい造りを推進 

するとともに、地域での孤立化を防止する。 

取組事業 ① 食事会     ②茶話会       ③健康増進講座           

事業名 ふれあいサロン（食事会） 事業名 憩いの広場（茶話会） 

責任者 柏原裕子 責任者 若林弘子 

実施会場 コミセン第 1、2 会議室 実施会場 コミセン第 1、2 会議室、和室 

視聴覚室 

事業内容 ・毎月第 3 木曜日（除 1,8 月） 

談話、食事会、誕生会 

・レクレーション、ゲーム 

（31 名/月、ｽﾀｯﾌ 24 名/月参加） 

・10 月 29 日 ﾊﾞｽ遠足 

（23 名、ｽﾀｯﾌ 14 名参加） 

・4 月 18 日 屋外交流会 

（30 名、ｽﾀｯﾌ 25 名参加） 

・12 月 19 日 ｸﾘｽﾏｽ会 

（31 名、ｽﾀｯﾌ 25 名参加） 

事業内容 ・毎月第 1 木曜日 

（ただし、1 月は 6 日開催） 

・茶話会 

（25 名、ｽﾀｯﾌ 12 名/月参加） 

・ｶﾗｵｹ交流会 

（16 名、ｽﾀｯﾌ他 3 名/月参加） 

・11 月 27 日 介護予防教室 

（23 名、ｽﾀｯﾌ 7 名参加） 

・12 月 6 日 ｸﾘｽﾏｽ会 

（36 名、ｽﾀｯﾌ 12 名参加） 

 

障がい者支援部会 

部会名 障がい者支援部会 部会長 樋口誠一郎 

取組内容 ①部会会議 

 毎月第 1 土曜日 午後 1 時～3 時 コミセン第 4 会議室 

虹の会、ふれあいコンサート、野外プログラム、他団体への支援事業 

学童ボッチャ大会、国際福祉機器展へ参加等の企画、実施案の検討。 

毎回支援部会員 9～15 名 部会に参加。 

②取り組み事業及び実績 

 毎月 障がい者支援部会通信 58～68 号を発行し、部会員が会の活動に精

通し活動のしやすい体制を保持した。各行事に部員は積極的に参加し、喜

びを感じながら活動を進めることが出来た。 

虹の会 ボッチャクラブ 

6 月 16 日 21 回虹の会 30 名 

9 月 29 日 22 回虹の会 25 名 

11 月 17 日 23 回虹の会 33 名 

1 月 16 日ふれ合いコンサート 

25 名 

2 月 16 日第 24 回虹の会 35 名 

 

毎月第一土曜 15 時～16 時過ぎ 

  支所会議室  各月 5 名 

8 月 市原市 50 周年記念 

  ボッチャ大会 審判員として参加 

学童ボツチャ大会 8 月、10 月 

四季の丘・サウスヒルズボッチャ体験会 

3 月 19 日  16 名 



 

小域福祉ネット部会 

部会名 小域福祉ネット部会 部会長 高橋英喜 

取組内容 ①部会会議 

 ４小学校区の関係者による連絡会議を理事会などの会議を活用し開催。 

年３回開催。（６月、９月、１１月） 

②取り組み事業及び実績 

 今年度は、主に高齢者福祉事業である敬老会事業の実施について検討 

 協議。 

 


