生活クラブ虹の街

エッコロ福祉助成審査委員会

生活クラブ虹の街 エッコロ福祉基金『エッコロ福祉助成』

２０１８年度助成事業

組合員投票

応援したい団体への 投票とメッセージ をお寄せください！！
＜エッコロ福祉基金『エッコロ福祉助成』＞
生活クラブ虹の街では、エッコロ制度の掛金のうち一
部を、地域の暮らしのための事業や活動への助成を目
的としたエッコロ福祉助成に充てています。今年度は、
2018 年度の事業に対して当年度中に助成団体を決定
し助成を行います。
【対象となる助成の種類】
① 高齢者、障がい者、子ども・子どもの親(保護者)・
若者、生活困窮者が暮らしやすい社会になるため
の事業。
② 高齢者、障がい者、子ども・子どもの親(保護者)・
若者、生活困窮者が暮らしやすい社会になるため
の事業に必要な調査・研究。

【組合員投票について】
一次審査を通過した団体は、公開プレゼンテーション
および最終審査へ進みます。最終審査に進むにあたり、
応援したい団体を選ぶことができる組合員投票を実施
し、最終審査に反映させていきます。

★投票は下記の団体より、ひとり 2 団体まで選
ぶことができます。
投票方法や投票用紙は裏面をご覧ください。

《2018 年度助成事業 応募から助成までの流れ》
2017 年 10 月 2 日～11 月 6 日 応募団体受付期間
12 月 11 日 第一次審査（書類審査）
2018 年 1 月 15 日～2 月 2 日 組合員投票期間
2 月 10 日 公開プレゼンテーション・最終審査

【対象となる団体】

2 月下旬 助成団体決定・結果通知

千葉県内で地域を基盤として活動する団体
【助成総額】２００万円（1 団体あたり上限３０万円）

3 月下旬

助成実施

【運営団体】生活クラブ虹の街
【選考】エッコロ福祉助成審査委員会

＊＊＊ 2018 年度助成事業

応募団体リスト（一次審査通過１３団体）＊＊＊

【事業・活動の分類】高：高齢者、障：障がい者、子：子ども・子どもの親(保護者)・若者、生：生活困窮者
応募する事業・活動の目的
番号・団体名
日頃の主な活動
応募事業・活動名
と実現したいこと
毎週火、金曜夜間、３“教室” ❖応募事業・活動名
学校や集団の学びに遅れがち
番号：１
子
で受講生徒約 30 人が教材を 子どもから大人の、中学まで で、学びで満たされない子ど
我孫子自主夜間中学”あびこ 持参し、ボランティアスタッ
の学びや学び直しを支援す もから大人の学び直しのため
プラス･ワン”
フと共に学習に参加してい る
に、場所とスタッフを用意す
❖活動エリア：常磐線・成田 る。スタッフは、会場の確保、
ること。
打ち合わせ、事務局会議や役
教室はだれもが通いやすい駅
線沿線
所との連絡など、係を分担し
近くに置き、市内６駅周辺の
❖申請金額：300,000 円
て活動している。会場へ出ら
教室開講をめざし、現在２駅
❖主な費目：
・スタッフ 20 人の交通費（400
円/日）×50 日分の一部。

れない不登校や外国人への
支援もする。市の「子ども学
習支援」へスタッフの協力も
行っている。

に３教室を開講中。
今日、競争的な学びのストレ
スが強まるなかで、柔らかな
学びの“教室”となることを
めざしている。

番号：２

子

いっぽの会
❖活動エリア：柏市
❖申請金額：300,000 円
❖主な費目：
・備品購入費（229,000 円）
・事務消耗品費（16,000 円）
・日用品費（16,000 円）
・通信運搬費（31,000 円）
・旅費交通費（8,000 円）

番号：３

高

ラララ♪パステルアート
❖活動エリア：松戸市
❖申請金額：63,500 円
❖主な費目：
・スタッフ交通費 500 円×12
回×10 人分（60,000 円）
・（年間）ボランティア保険代
350 円×10 人分（3,500 円）

１７年１１月中旬に開所し
たばかりなので、子育て関係
各所等への挨拶まわりをし
ています。問い合わせ者の見
学もはじまったところです。
自由な時間を思い思いに過
ごす、家族以外との日常会話
を楽しむ、昼食・夕食の食事
つくりを共に行うなど、利用
時間も柔軟に考えています。
普通のアパートの一室でで
きることを今後工夫して行
う予定です。
老人ホームの Day サービス
や、リハビリホームでのアク
ティビティーの時間を使い、
高齢者でも簡単に描けるパ
ステルアートを、2～3 ヶ月
に 1 度のペースで教えてい
ます。たくさん声をかけ、た
くさん褒めて喜んで頂ける
ようメンバー全員で笑顔を
心がけ活動しています。

❖応募事業・活動名
こども・若者の居場所づくり

いっぽの家は、主に１０代、２
０代の居場所として、学校・仕
事などに通うことに今困難が
あるなど、自宅以外の第３の
居場所として使ってもらうこ
と、家族や先生以外の人と話
す機会になるようにと考えて
います。
立ち止まったり、一歩下がっ
てみることで、自分らしさを
少し取り戻す、そんな機会に
なることを願っています。

❖応募事業・活動名

パステルアートは、色のもつ
癒し効果、右脳活性化コミュ
ニケーション、感情の解放と、
楽しく描きながら嬉しい効果
が実感でき、特に指先を使う
ので、リハビリにも役立ちま
す。この体験が、心と体の健康
をつくるきっかけとなれば嬉
しいです。また、今後は、高齢
者だけでなく、子どもたちに
も活躍の場を広げていきたい
です。
作業は、ラベル貼りを中心に、
日中活動をしています。ラベ
ル貼りは、コーナークッショ
ンのラベル貼りやワックスか
け、ビンやペットボトル等に
ラベルを貼ります。特に、ビン
のラベル貼りは、湿度が高い
とラベルがはがれてしまうの
で、24 時間空調管理が必要に
なります。作業 UP を図るた
め、エアコンを導入し、作業室
の空調管理をして作業を行い
たいと思います。
目的：
「身体の自然治癒力を高
め健康な生活に役立つ」施術
技術を広める。そのための施
術者を育成する。
実現したいこと：
①薬に頼らない生活者を増や
し、医療費の削減に資する。②
施術を通じた触れ合いで、家
族や友人・近隣高齢者との日
常的な交流を円滑にする。③
技術を活かし、必要とされる
限りボランティア活動を続け
る。
地域内 3 公園で健康体操を行
い、健康増進と住民の交流を
促進します。
柏市が開発した新しいプログ
ラム“ロコモ予防体操”を実施
します。年間参加者数 4,000
人をめざします。
みんなで足腰の筋力強化を図
る体操を継続して、布施新町
での介護認定率の低位持続を
図ります。

パステルアート講座

山武市で、就労継続支援 B 型
事業を行っています。9 時よ
NPO やちまた放課後クラブぶ り利用者の方を受け入れ、ラ
らんこ 就労継続支援 B 型事 ベル貼りの作業を中心に、コ
業所ぶらん POCO
ーナークッションのラベル
❖活動エリア：山武市、八街市 貼り、ワックスぬり等をして
います。また、年 2 回支援学
❖申請金額：271,944 円
校から実習生を受け入れた
❖主な費目：
り、町内のまつり等に利用者
・エアコン購入代（137,160 円）
・ノート PC 購入代（134,784 円） の方と一緒に参加し、地域の
方との交流を深め、理解して
頂けるように努めています。

❖応募事業・活動名
作業の効率 UP を図るため
の事業所整備

足うら施術講座の開催、及び
修了者による足うら施術の
ボランティア活動を実施。
①講座は原則として年 2 回
開催。
（24 期を終了、全修了
生数 260 名）②松戸市内デ
イサービス 5 施設に毎月訪
問施術。（含む生活クラブ風
の村）③月次勉強会を開催
し、会員の技術・知識のレベ
ルアップを図る。④生協展示
会などに、体験会開催で参
加。
超高齢社会、柏市布施新町で
住民が主体となり、健康長寿
のまちづくりをめざしてい
ます。ふれあいパトロール、
公園の花壇管理、公園で健康
体操、支えあい活動、サロン
の運営、ホームページ運営の
6 グループで活動していま
す。詳しい活動内容は、ホー
ムページ（布施新町いきいき
ネットワークで検索）をご覧
ください。

❖応募事業・活動名
足うらリフレクソロジーの普
及とボランティア活動

番号：４

障

番号：５

高

足がる隊
❖活動エリア：松戸市内
❖申請金額：127,000 円
❖主な費目：
・パソコン購入代金
（100,000 円）
・プリンター購入代金
（27,000 円）

番号：６

高

布施新町いきいきネットワーク
❖活動エリア：柏市布施新町
❖申請金額：240,000 円
❖主な費目：
・備品購入費（123,000 円）
・消耗品費（55,000 円）
・会議室使用料（62,000 円）

❖応募事業・活動名
布施新町における健康長寿
のまちづくり

番号：７

子

一般財団法人京葉教育文化
センター
❖活動エリア：市原市辰巳台東
❖申請金額：100,000 円
❖主な費目：
・炊飯器代（20,000 円）
・教材代（30,000 円）
・調理器具代（10,000 円）
・食材代（40,000 円）

番号：８

障

NPO 法人せっけんの街
❖活動エリア：千葉県内
❖申請金額：300,000 円
❖主な費目：
・シャワー室改築費、トイレ新設
費の一部

主な活動は、アジアの隣人
（主に在日の方々）との交流
活動で、バザー・講演会・セ
ミナーなどを行っています。
日本語教室（毎週水曜日・土
曜日）。各ボランティア団体
へ、センターを無料で開放し
ています。そのなかに、地域
の居場所活動（週一回）、子
ども食堂（月二回程度）など
があります。

❖応募事業・活動名

家庭や事業所から出る廃食
用油からリサイクルせっけ
んを製造・販売し資源循環型
社会をめざしています。また
環境に配慮した虫除け剤な
どの販売、せっけんの使い方
講座など環境学習の提供が
活動の柱です。33 年前から
障がいのある方とともに働
き、働く価値を認め合ってき
ました。農業産業祭りでのア
ピール活動も行っています。

❖応募事業・活動名
リサイクルせっけんの製造現
場の環境改善とせっけん製
造事業

子ども食堂「トイトイ」

「大人が笑えば子どもも笑
う」をモットーに、まず大人
NPO 法人ちば子ども学研究 が笑うために①大人が学び
会
②その学びを子どもや地域
❖活動エリア：千葉市
に還元し③人々をつなぐイ
ベントや講座を開催してい
❖申請金額：106,000 円
ます。千葉大学教育学部の授
❖主な費目：
・講師への謝礼（100,000 円） 業に協力し、活動に大学生も
参加しています。
「ゆるプロ」
・講師交通費（6,000 円）
という地域で さまざまな活
動をしている人たちを、ゆる
やかにつなぐ活動も好評で
す。
「つなぐ・つながる」をキー
番号：１０ 子 生
ワードとし、住民主体の互助
NPO 法人 VAIC コミュニティ 活動の活性化の支援、地域づ
ケア研究所
くりを推進する人材の創出
❖活動エリア：千葉市、柏 に取り組んでいます。
地域資源につながりそして
市、八街市
つなぐことで面を広げ、だれ
❖申請金額：300,000 円
もが自分らしく安心して暮
❖主な費目：
らせる、地域協同社会づくり
・人件費（167,700 円）
に貢献する活動をしていま
・消耗品費（77,000 円）
す。
・講師謝礼（60,000 円）
・その他
以上の一部

❖応募事業・活動名
復活！ちば子ども学講座
「おとなの背中ブラッシュアッ
プ講座」

佐倉市江原台の空き家を活
用して、3 年前に地域の縁側
NPO 法人ワーカーズコレクテ 「オアシス」を開設。「オア
ィブういず
シス」を拠点に、笑いヨガや
❖活動エリア：佐倉市
健康麻雀などの介護予防講
座（居場所事業）や、虹の街
❖申請金額：299,980 円
エッコロの日常生活支援サ
❖主な費目：
・アプローチ改修代（184,680 円） ービスなどのたすけあい事
業を行っている。
・講師謝礼（60,000 円）

❖応募事業・活動名

番号：９

番号：１１

子

高

・生活支援担い手養成講座（36,000 円）
・講座資料経費（12,000 円）
・広告宣伝費・チラシ（7,300 円）

❖応募事業・活動名
貧困の連鎖防止
～ともに育てる
子どもの未来～

街の縁側居場所づくり

地域の子どもたちに、食事と
居場所を提供することが目的
です。あたたかい地域づくり
をめざしています。
土曜日の夕方に、働いている
両親の子ども、保育園の子ど
も、障がいのあるお子さん、在
日の親子などが参加していま
す。
また、ボランティアのなかに
は、心にわだかまりをもつ方
も、活動に加わってくれてい
ます。
33 年が経過し老朽化した手
賀沼工場内の、シャワー室・着
替え室の改築と、トイレの新
設を計画しています。
これにより、障がいのある方
とともにリサイクルせっけん
の製造を快適に続けることが
できます。
環境改善は働く人の自信と製
造への意欲につながります。
工場見学の機会を増やし、せ
っけんの理解者を増やすこと
ができます。
社会の変化がとても早く、子
どもを取り巻く環境も次々と
新しい変化、問題が起きてい
ます。
安心して子どもを育てたり、
支援するために、大人が学び、
つながりをつくり、学びを地
域に還元する講座を考えまし
た。大人の背中を見て、子ども
は育ちます。大人が学び、イキ
イキとした背中を見せれば、
子どもたちも安心して育つと
思います。
家庭に何らかの事情を抱えて
いる子どもたち自身が、認め
られ自己肯定感を取り戻し、
安心して笑顔になれるよう、
個々に丁寧な支援をしていま
す。
具体的には、主に食事づくり
を通して、基本的な生活習慣
のアドバイスや、学習支援、余
暇支援などをしています。

賃貸物件の外回り改修工事。
（アプローチ改修）
玄関口の急階段を避け、裏口
を整地し、アプローチをつけ
て、高齢者が足元を気にしな
いで、気軽に集えるための改
修工事を施す。

番号：１２

子

みらいコーディネーターズ
❖活動エリア：木更津市
❖申請金額：223,020 円
❖主な費目：
・2 升炊き炊飯器代
（145,800 円）
・マイコンスープジャー代
（77,220 円）

番号：１３

高

You＆Me あいの広場
❖活動エリア：千葉市稲毛
区千草台団地
❖申請金額：300,000 円
❖主な費目：
・VR 器材調達代の一部

木更津市民活動支援センタ
ー“みらいラボ”で、市の中
学生対象の学習支援事業の
開催日に合わせ、月 1 回のペ
ースで、彼らと地域の子ども
たちに安価に食事を食べて
もらっている。ボランティア
スタッフと合わせ 15 名ほど
で、中間のミーティングを経
て、毎回 80～100 食の食事
を提供している。

❖応募事業・活動名
木更津市内でのこども食堂
の運営（第 2 期）

食事を通じて、子ども達が安
心して居られる場所を提供し
ていく。将来は、この活動を地
域に定着させ、大人や高齢者
を含む、みんなで子どもたち
を守れるよう、木更津市をは
じめ、社協・町会・学校などと
も連携を強めていきたい。

毎週月曜日 10 時～16 時。
団地内にある コミュニティ
スペースを借り、民間図書
館・認知症カフェ・認知症サ
ポーター養成講座・笑いヨ
ガ・「しあわせ応援隊」の組
織づくりをし、「みかんマス
コット」という会員登録を呼
びかけ、声がけ・見守り・緊
急対応などの仕組みとして
個人情報をお預かりする仕
組みの提案をしています。

❖応募事業・活動名

認知症カフェと図書館は同時
開催し、認知症の方に優しい
暮らしやすい街をめざしてい
ます。
認知症を隠さず、本を介材に
して語りやすい工夫をしてい
ますが、思いこみもあり日常
的に認知症を語る事は少な
い。
病気としての「認知症」を理解
して頂くには本だけではな
く、ＶＲで認知症を一人称で
体感して理解を深めていただ
きたい。

千草台みかん図書館

※各項目は、応募団体が作成した内容を掲載しています。

組合員投票の方法
① 上記の応募団体リストより、応援したい団体をお選びください。
（2 団体まで）
② 下記の組合員投票用紙へ番号・団体名をご記入ください。併せてぜひ応援メッセージもお願いします！
③ 投票用紙は切り取り、配達便またはデポーフロアへご提出ください。
❖ 投票期間中は生活クラブ虹の街ホームページでも投票を受け付けています。
❖ 集計後、エッコロ福祉助成審査委員会で最終審査に反映させていきます。

投票の締めきり

2 月 2 日（金）

【問い合わせ先】福祉・たすけあい事業部 ☎043-278-7768（平日 9：00～17：00）

-------------------------------------------きりとり--------------------------------------------

エッコロ福祉基金『エッコロ福祉助成』2018 年度助成事業
組合員ＣＤ：
番号

番号

組合員投票用紙

お名前：
応援したい団体名

お住まいの地域：
応援メッセージお願いします！

応援したい団体名

応援メッセージお願いします！

【事務局記入欄】センター・デポー名（

）

コースＮｏ（

市･町･村

）

＊いただいた個人情報は目的外の使用はせずに、適切に管理いたします。
2018 年 1 月 生活クラブ虹の街 エッコロ福祉助成審査委員会

