別紙
9
２期生

３期生

４期生

あなたは、地域活動・ボランティア活動等に参加していますか。
参加した（している）活動
美

術

・青少年育成委員会
・保育園・公民館等での絵本の読み聞かせ
陶 芸
・海外への子供たち（主にアフリカ）の衣料支援他
福祉健康 ・いきいき大学（理事）
・大正琴演奏活動 公民館、自治会館、デイサービス施設、老人保健施
設、特養
・福祉健康学科において、傾聴について学べたらよいと思う。
陶 芸
・磯辺3丁目 さつき会老人クラブ
・自治会の行事
・千葉市ろうあ（デフ）
福祉健康 ・千葉の自然に親しむ会（泉自然公園のボランティア他月１回）自治会
の周辺の美化活動（若松第３公園の清掃週１回）
・老人会でグリーンベルト清掃（友和会）
・テニスクラブの年2回の公園の清掃にOB会員として毎回参加している
・市消防署主催防災活動、町内会の防犯防災活動
・町内防犯パトロール
・町内パトロール隊による巡視 週1回40～50分程度
・重度障害児センター（バザー手伝い、郵便物発送の手伝い） 青少年
と共に歩む会（バザー手伝い）
・卒業後老人養護施設のボランティア活動を年３～５会程度継続し、10
年後に我々も高齢化し、活動を打ち切りました。
美 術
・プラザのチャリティー販売（毎年） きぼーるでの陶芸チャリティー
・社協にて切手整理、老人ホーム傾聴
・ハーモニカクラブ「赤とんぼ」月2回の練習指導、月1～2回の老人施設
訪問演奏
北大宮台自治会ハーモニカ同窓会月2回練習指導、月1回老人施設訪問
演奏
陶 芸
・近隣の清掃・草取り等の町内会活動
・老人クラブでの公園掃除、古紙回収、町内会の諸活動の手伝い
・陶芸を時々子供たちに教える
・ことぶき料理クラブ
・防災会
・ハッピータウンの会

５期生

陶

６期生

福祉健康 ・福六寿ボランティアサークル

７期生

陶

芸

芸

・タウンマルシェ

公園清掃

・生涯学習センター施設ボランティア 福六寿ボランティアサークル
（泉の里）
・書道指導
・自治会諸行事
・防犯パトロール
・医療ボランティア
・車いすダンス（団体）で老人ホームへ月2回参加
・小学生通学時見守りの会 中央いきいきプラザ陶芸の会
・毎年老人ホームでそば打ち実演（食事会）を行っております

８期生

福祉健康 ・子育て支援 幼・保育園、小学校（授業、ルーム）老健施設
居・語り
・当該自治会の防犯部長として13年目となる

紙芝

・動物公園 花のボランティア 地域の子どもたちのふる里づくりボラ
ンティア
①そーめん流し②夏まつり③餅つき
・ハーモニカによる介護施設の訪問 演奏及び伴奏
・幕張・武石地区社会福祉協議会
・草取り

美

９期生

術

・①磯辺4丁目西「お茶飲み会」自治会会員相互の親睦を深めるための自
治会活動のひとつであり自主的なボランティアにより運営されている
会です。結成されて6年目を迎えます。②福祉協力員コーディネーター
千葉市徘徊高齢者SOSネットワーク事業
・養護学校卒業生の職場体験の手伝い
・町内地区老人会 千葉市ボランティア協会に参加 指示のあったもの
（演芸・ぞうきん寄附）老人施設
・介護施設に行って手話ダンスをしている 公園等花植え、掃除など
・町内給食サービス そよ風（老人施設）でボランティア 地域生活支
援センターふらる フードバンクちば
・社会福祉協議会（食事サービス） 町内会婦人部長 大森小学校子供
教室指導員
・防犯パトロール 青パト防犯パトロール
・日本赤十字奉仕団千葉県支部 千葉市ボランティアセンター
・都苑 利用者さんの傾聴
・手話ダンス ハナミズキ
・自治会雑用（幹事）など
・美浜区東小学校セーフティウォッチャー 傾聴ボランティアみはま
ささえあいまさご
・おおかぶ会

福祉健康 ・社会福祉協議会加曽利地区部会会長
・NPO法人幕張西スポーツクラブ

千葉県生涯大学校卒業生学習会

・地域の清掃作業、防犯パトロール
・昆陽だより発行委員会の開催（町内のコミュニケーション紙として地
域社会の連帯と絆を深める。年4回2500部発行、約1万世帯に回覧等で
周知。月2回編集会議
・防犯パトロール週1回
・障害者点検ボランティア
・防犯パトロール
・千葉市介護支援ボランティア

中央区まちづくり推進ボランティア

・ヘルスメイト（食生活改善推進員）
・自治会、町内会
・デイケアで雑用、利用者の方の話相手、レクリエーションの手伝い
等々
・傾聴ボランティア
・千葉ESLクラブ（英語勉強会）の開催 月2回
・老人施設、小学子供ルームを訪問し、演芸を披露している
・市立青葉病院、市立郷土館、第2稲毛ハイツ自治会、鎌倉ガイド
・老人クラブ
・動物公園の花壇の手入れ作業 月2回各2時間

園

芸

美

術

陶

芸

・町内会の月1回パトロール
・ハーモニーセンター内託児ボランティア
・町内会婦人会、ダンスクラブ
・社協・幕張西地区部会（ふれあい食事会）町内会防犯パトロール隊
・町内自治会のボランティア
・地域清掃活動及び千葉港清掃（退職者会で） 老人ホーム役員 チ
ビッ子ゴルフ会 保育園の花・野菜の指導、菜園の管理 近所の老人
へ野菜配付
・卓球指導
・セーフティウォッチャー、防犯パトロール
・老人会主催の公共場所の清掃 月2回 自治会主催の野菜販売月2回
（買い物不自由な老人対策）
・シニアリーダー体操 ねこの手 結
・近所の人に野菜作り指導（年間） 自治会 スポーツ関係
・セーフティウォッチャー 市防犯活動 交通安全活動
・デイケアの散歩コースのつきそい
・絵画会 脳トレ中央会 和の会（自治会住みよい町づくり・千葉大・
市包括支援センター） OB会役員（ことぶき大絵画展）（生涯大OB学
習会理事） シニアリーダー 県防災コーディネーター
・自治会活動
・ささえ合いの会
・約20年、老人ホームで陶芸を月2回教えています。窯は私達のグループ
のと共に焼きます
・草刈り

１０期生 福祉健康 ・コスモスボランティア
・福祉施設でコーラス
・市郷土博物館解説、老人ホーム訪問
・老人会の公園の花壇づくり、草取り
・コーラス

チャリティーコンサート

・ハワイアンバンドによる老人ホームへの慰問
・民謡
・地区の防犯員・清掃ボランティア
園

芸

・NPOあすみが丘国際交流
・千葉市みどりの会（花の美術館）

美

術

・セーフティウォッチャー、地域ゴルフ会、マージャン会他
・自治会
・磯辺1丁目自治会副会長、磯辺福祉協力員
・絵手紙、絵画展示
・地域清掃
・郷土研、歴史研究会
・防災パトロール
・掃除

１１期生 福祉健康 ・①民生委員②社協理事③町内会の防犯パトロール④街路樹通り下の花
壇づくり（オープンガーデン）
・地域支援センターくるみへ野菜提供②磯辺３小さつま芋づくり150キロ
以上③美浜公園樹木剪定④磯辺保育園さつま芋15キロ提供・庭の除草
⑤かもめのクリーン隊で千葉港のゴミ拾い⑥団地の防災隊・自治会活
動
・老人福祉施設訪問 歌・踊りの披露

・①防災避難所訓練委員会②花壇づくり・管理③町内会活動
・①小学生下校時の防犯アナウンス・パトロール②地域有線TV放送運営
③地域の安心サポート（病院受診・買物等を電話で聞く④ふれあい電
話（独居高齢者へ希望日に電話を入れる）⑤地域の防火活動・清掃⑥
地域の環境緑化推進・街づくり
・①介護施設慰問（ハーモニカ）②地域の防犯活動を実施③傾聴ボラン
ティアの実施
・心身のリフレッシュを目的とする社交ダンスの普及活動、認知症予防
のための社交ダンス普及活動
・①独居高齢者への弁当配達②赤十字地域奉仕団員として献血依頼③防
災訓練時の炊き出し④自治会諸行事への参画・推進
・①千葉市介護支援ボランティアに登録し介護施設を訪問している②介
護施設を慰問
・①地域の学童支援②高齢者福祉活動（家事支援、独居老人の見守り
等）③民生員補助④生涯大の校友会（高齢者や地域を元気にする）を
立上げ、県の補助金も得て、スポーツ、木工工作等の講師指導を実施
⑤社協の災害ボランティア活動参加
・介護施設を訪問して、合唱、フラダンス、手品等を行い、ご入居者様
と一緒に歌ったり話したりしています。
・社協高洲高浜地区部会の児童母子福祉委員会に参加し、年に数回子ど
もたちを集め子供フェスタ・ネイチャーゲーム等を開催。団地自治会
の各種催しに参加した。
・①パソコン教室の講師②英語教室の講師③自治会の副会長業務④介護
施設を訪問、歌、踊りで慰問
・KTB65ことぶき歌謡団で施設訪問
・住宅団地の安全パトロール
・千葉県生涯大学校卒業生学習会の理事
・町内の独居の人を毎月1回希望者を自治会館に集めて、（お茶飲み会）
としてお話をしたり歌をうたったりしてます。
・①町内ふれあいサロン参画②町内花植えの会で栽培管理③市観光協会
ガイド④桜木公民館花植えの会で栽培管理⑤千葉観劇を見る会の幹事
⑥大正琴の仲間と介護施設慰問⑦介護施設を訪問し、歌・踊りで慰問
・稲毛っ子キャンパス（スポーツ、ものづくり、体験学習等）を稲毛小
（体育館・特別室）で週1回高学年約50～60名に実施
・防犯・清掃・環境
・①地域のサークル「ひよこの会」に入り、介護施設で歌・大正琴の慰
問実施②デイサービス施設の要請で歌・大正琴の慰問実施
・①セーフティウォッチャー実施②介護施設で陶芸を教えている③自治
会のシニア会幹事
美

陶

術

芸

・福祉施設を訪問し、歌、踊りで慰問
・自治会
・子どものものづくり教室
・ご近所の助け合い
・千葉神社祭礼時に協力しています
・きぼーる科学館
・稲毛区公民館運営審議委員 地域連絡会
・団地の理事会
・自治会役員 防災会防災員活動

他

１２期生 福祉健康 ・①PCによる動画メール作成の勉強会と地域の方を対象にしたイベント
を実施しております。②医療・介護に関する勉強会と会員（約250名）
を対象とした講演会等を行っています
・①自治会館・市民の森の清掃②介護施設に歌の出前
・磯辺福祉協力員（見守り・声かけ等に参加しております）
・民生委員
・傾聴
・町内会長
・都賀の台支え合い活動委員会委員長
・①千葉市科学館②千葉市JSL児童・生徒支援の会③地域の老健施設へ
ハーモニカ訪問演奏
・①地域の美化活動②自然観察会（希少昆虫の保護）
・①千葉県生涯大学校地域活動学部の卒業生で緑区在住者と外房会を組
織して老人ホームでの入所者と歌う。②小学校の放課後教室の指導員
・青少年育成委員会
園

芸

・障害者のイベントでのお手伝い
・カレッジ新たに地域の街づくりのためにボランティアで参加（老人
ホーム等）
・町会の清掃活動
・郷土博物館の展示解説
・千葉市里山ボランティアの会
・里山ボランティアの会
・障がい者支援施設
・里山活動
・9都市防災訓練ボランティア

美

術

陶

芸

・①南相馬ボランティアセンター②鋸南町江月水仙ロードクリーンハイ
ク
・①コーラスクラブで高齢者福祉施設訪問②園芸クラブで地域の活性化
活動に参加
・若葉区地域活性化支援事業「高齢者の生きがい手助け」
・こてはし台自治会、6丁目会
・千葉市スポーツ推進委員、災害支援ボランティア（千葉SLネットワー
ク）
・ギターアンサンブル千留花（ちるか）、マンドリンカルテット、あみ
かマンドリーナ
・①シルバー人材センター（ワンコイン・PC班）②老人クラブ柚子の会
（PC同好会）③町内会（ふくろう隊：防犯パトロール）

・清掃活動
・老人ホームでのボランティア歌（ナツメロ、童謡）等
・自治会の中の消防班及び防犯パトロール隊員として
・ハーモニカ同好会に参加し、福祉施設での訪問演奏。
・町内自治会役員 中学校育成委員会 災害時避難所運営委員会
防災会
１３期生 福祉健康 ・ＮＰＯ法人船橋市時活村
・自治会等のボランティア
・日赤、趣味の会、スポーツ団体

自主

・和陽園にて歌あそび手あそび けやき苑
ミニュティー） 若葉区いきいき講座゛
・千葉市社会福祉協議会 稲毛地区部会
・東寺山 自治会

市いきいき講座（中央コ

・知的障害者の生涯学習運営スタッフ、地元町内会副会長、地域町会連
合 社会福祉協議会地区部会理事、市民成年後見人登録
・ことぶき大学校園芸クラブを通して、３・１１ 原発被災地の大熊町
の避難先住民に対する援助他。
・千葉市動物公園にてボランティアの仲間と「動物の定期ガイド」及び
園が主催する諸々の行事（イベント、ちびっこガイドツアー他）への
参加協力。園内に植樹されている樹木への名札作成、取り付け。通路
に動物の足跡ペイント作業他。
・ＦＫＢ１３・生涯大学校水曜会
・過去に自治会の副会長を2回経験、28年度は役員（環境衛生部長）に内
定している。
・パソコン同好会、太極拳同好会
・介護施設等での楽器演奏
・千葉県交通安全協会、千葉県視覚障害者協会活動、千葉市若松台小学
校セーフティウオッチャー、環境活動放課後活動 千葉市動物公園
千葉市委託／若松台グリーンクラブ他
・いなげの浜清掃（月2回、但し冬季は月1回 毎月曜）
花の美術館園芸作業（毎週月、水、木曜

但し冬季は月曜のみ）

美浜公園緑地事務所の公園内樹木管理（毎週
園

芸

木、金）

住まいの磯辺西住宅管理組合、建物等保全管理活動（随時）
・セフティーウオッチャー、地域パトロール
・鎌取福祉作業所、視覚障害者福祉協会
・鎌取福祉作業所の野菜作り、市内5か所の老人ホームで歌の出前
・グループホーム こかげ、鎌取福祉作業所
・グループホーム こかげ
・自治会役員
・特養桐花園での訪問演奏（月1回）、セーフティーウオッチャー、
・自治会組織の支え合い委員会の委員と地区リーダー、ことぶき大学校
園芸クラブ所属、男の料理サークル役員
・公園美化の会の活動
地域公園清掃と花を植える、公園美化の会の活動
・誉田ニュータウン自治会
・団地公園の掃除
・社協 地域支援等
・千葉市鎌取福祉作業所
・青葉の森 Ｂ 樹木コース、花島公園「花の会」、花見川公民館「花
の」会
・町内自治会の役員
・新千葉一倫荘でデイケアのお手伝い
・市の開催の生きがい講座や教室等、施設での作業活動
・地域の清掃
・コスモス祭りボランティア活動、とけサマーフェスティバル子供神輿
管理運営

美

術

・地域の安全活動
・地域自然林（公園）ガーデニングクラブ所属（草花手入れ）
・福祉協力員を手伝って、自治会館で開催する高齢者向けのカラオケ等
の行事に参加
・地域の清掃活動

陶

14期生

芸

・社会福祉協議会 土気地区部会、自治会
・28年度 自治会会計

専門委員（防災）

・いずみの家（陶芸）美浜いきいき内
材料を並べたり雑巾を洗った
り雑用をしています。
・ごみひろい （公園）
・民生委員、児童委員、自治会の見守り活動、認知症対応グループホー
ムでの介護ボランティア ＥＴＣ
福祉健康 ・①民生児童委員、社協地区部会理事としての諸活動②学習活動団体で
主催する市民向け講座のサポーター
・①タオル帽子を作る会②平山町内会活動③遺族会活動
・シルバー人材センターの行うボランティア活動とボランティア的活動
（ワンコインサービス）
・高齢者施設でのボランティア
・セーフティウォッチャー
・傾聴ボランティア稲毛ホワイエ
のボランティア

ニコッとハモニカ

音楽とお話相手

・いずみの家、鎌取作業所
・動物公園
・①傾聴ボランティア②障害児サポートボランティア
・①地域のシニア会行事のお手伝い②ヘルスメイト活動に参加
・①松が丘小セーフティウォッチャーひまわり会②大宮学園行事（年6～
7回位）
・大宮学園たけのこルーム
・①稲毛ホワイエ傾聴ボランティア②地域活動「ささえあいまさご」③
シニアリーダー体操
・①健生病院でのバザーの手伝い、花壇の手入れ、お話相手や病院のつ
きそい②花の美術館の草取り等
・①傾聴・ホームでの見守り②動物園での花壇手入れ
・大正琴のボランティア
・「いずみの家」知的障がい者の作業補助
・健康体操を公民館で週1回開催
・ことぶき大学校で紹介された大宮学園など継続中です。またデジカメ
クラブの老人ホーム対象ポートレート撮影会などの活動もやっていま
す。
園

芸

・末広奇術会
・老人クラブ（検見川高砂会会長）
・町内会の地域活動
・①グループホームの訪問②道路清掃③社協ボランティア委員④老人会
友愛活動員、料理教室
・防犯パトロール

・自治会
・大宮学園
・園生の森公園を育てる会
・後継者のいない農家の手伝い
・千葉市里山ボランティアの会
・①地域の寺の檀家総代人②農地の水保全協議会を立上げ代表をしてい
る
・里山の整理etc
・①育成委員会（青少年育成）②自治会
・ハーモニカの老人施設慰問演奏
・鎌取作業所

２

・町内自治会の役員として活動をしている。休耕田の自然保護活動に参
加をしている。

美

術

・青葉の森公園樹木管理作業（6年間継続）
・園芸クラブボランティア活動
・町内活動
・①近所の公園清掃活動②園芸クラブ活動
・友の会という団体を通じたボランティア
・①油絵を病院等に展示②夏休み冬休みの児童のラジオ体操参加時の防
犯

・町内会（自治会）で毎月1回道の清掃
・黒砂会老人会、黒砂北部自治会防災会、同地域パトロール
・都川水の里公園 小川・田んぼエリア再生ボランティア
・フードバンク千葉
・小仲台南小セーフティウォッチャー
陶 芸
・老人ホーム中野園
・辺田町長寿会
・「町内会花クラブ」に入会し、草取り、花植え、苗づくり、移植後の
管理等行っています
・千葉市のスポーツ推進委員となり、主に地元の皆様とバレーボール、
グランドゴルフ等を通してスポーツの推進をしています。
１５期生 福祉健康 ・高齢者施設訪問 子育て支援 手話ダンスによるボランティア
・自治会の「支え合い活動委員会」のメンバーとして活動している。
動物公園ボランティア―ズのメンバーとして活動している。
・市民活動で、児童養護施設の環境整備 ハーモニカクラブで高齢者施
設訪問
・ハーモニカ演奏で施設訪問をしています
・稲毛の浜の清掃ボランティア
行っている

15期生福祉Cクラスの有志で月に一度

・まだ仕事をしているので、合間の時間で体操教室をやっています。
・町内の老人会

昼間ひとりの方を公民館行事に手をつないで行く

・青葉の森の剪定ボランティア
・民生委員、動物公園ボランティア
・タオル帽子プロジェクト
・かもめのクリーン隊

かもめのクリーン隊

・亥鼻福祉作業所
・タオル帽子

週1回

手話ダンス

タオル帽子の制作

手話ダンスで施設訪問

花壇の花の手入れ等

ゴミ拾い

・千葉市介護支援ボランティア
・手話ダンス

タオル帽子

・セーフティウォッチャー

特養の書道指導

・海浜公園内の清掃
・クラブ活動でボランティアを継続して実施
・稲毛海岸

清掃ボランティア

・ほほえみ陶芸会（ローゼンヴィラはま野）
宮長（みやちょう）
・稲毛海浜公園清掃活動
・①美浜区保健福祉センターボランティア
イト②社協「すみれの会」
・稲毛の浜の清掃

ふる里づくり祭りの会

食生活改善推進員ヘルスメ

・①ワークホーム「デフ」バザー他イベントの立案計画を行っている。
②北部診療所デイサービス週1回午前中③クラス活動月1回稲毛の浜に
おいてゴミ拾い④クラブ活動において老人施設・地域の写真撮影他
・オカリナサークルでボランティア活動を定期的に参加しています
・自治会 稲毛の浜清掃活動
・①千葉シニアリーダー体操教室 桜木の週1回の開催②ハーモニカクラ
ブによる老人施設訪問演奏③地域の山登りウォーキングクラブのまと
め
・子育て支援センターへ登録、施設にて乳児預かりをしている
・①セーフティウォッチャー②タオル帽子作成③千葉市福祉作業所④老
健施設訪問
・①北部診療所（天台）デイサービス②折鶴メルヘンアート（月1回）③
ライフ稲毛海岸④タオル帽子⑤稲毛海岸の掃除
園

芸

・鎌取福祉作業所で月1回野菜作りを15期園芸Bのクラス仲間と行ってい
ます
・①下大和田の里山の維持管理のボランティア②響きの杜学園の圃場・
庭の手入れ
・①鎌取福祉作業所でのボランティア活動を卒業と同時にはじめ現在継
続中②「お助けマンクラブ」で地元の高齢者や困っている方に対する
ボランティア活動を継続実施中です
・①鎌取福祉作業所での草取り、農作業の手伝い②千葉県動物愛護ボラ
ンティア（動物の譲渡会など）③社会福祉協議会の理事（障害者福祉
担当）
・鎌取福祉作業所の農作業
・花壇の管理
・自治会の植栽等
・ひまわりの会にて海浜公園を中心に草花の植え替えや手入れ・除草・
ゴミ拾い等を行っている。
・ひまわり会
・園芸15期生B組有志で月1回鎌取福祉作業所の畑へ作業に行っている
・都川水の里公園再生ボランティア
・①鎌取福祉作業所野菜作り②シルバー人材センター除草班に在籍
・タオル帽子の会、毎回参加できないので空いてる時間に制作し、まと
めて会長さんに送っている

・鎌取作業所（障害者）でのボランティア
・鎌取
・①大宮学園児童預かり保育のお手伝い②鎌取福祉作業所野菜の植付収
穫作業
・鎌取福祉作業所で低農薬野菜作り、除草等の作業支援
・①鎌取作業所農作業②浴衣の着付け
・①鎌取福祉作業所（月1回）②大宮学園たけのこルーム（年7～8回）③
交通安全協会指導員（月5回位）
美

陶

術

芸

・老人施設へのコーラスおよびハーモニカ演奏訪問
・①大宮学園兄弟預かり（夏・冬休み期間）②花見川いきいきプラザ便
りの作成（2種/毎月発行③県災対コーディネーター連絡会④ボーイス
カウト活動
・菜の花園（書道）のお手伝い（コーラス）（ハーモニカ）
・特養ローゼンヴィラはま野へ4年位（月1回）
・国際交流協会
・公園内の草取り、清掃作業
・中野園 ごみひろいボランティア
・美浜いきいきデイサービス
・①社会福祉協力員見守り活動②町内花のボランティア③誰でも集まれ
る広場（TV体操etc）
・緑ジョイ

動物公園ボランティア

