
ご自由にお持ちください
千葉市生涯学習情報誌

vol.2
平成23年11月発行

皆さまの日々の生涯学習に
ご活用ください。
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ボランティアフェア2011（パネル展示）
11/19（土）～12/１（木）

千葉市生涯学習センター
１階　アトリウムガーデン

ちば生涯学習ボランティ
アセンターに登録してい
る方々の活動紹介展示を
行います。生涯学習ボラ
ンティアに興味のある方
におすすめです。

定　　員：先着40名
実施日時：11/24（木）
　　　　　13:30～15:30
募集期間：11/1～11/20
申込方法：電話・FAXで
　　　　　下記まで。

千葉市生涯学習センター　学習支援担当
TEL 207-5815　FAX 207-5817

I n f o r m a t i o n

生涯学習ボランティア登録説明会
11/24（木）

ちば生涯学習ボランティア
センターの案内や、登録者
の活動報告、生涯学習ボラ
ンティアとして役立つ情報
をお伝えします。

参加
自由会 場

千葉市生涯学習センター
３階　大研修室

会 場

●所在地：中央区千葉寺町1208-2(千葉市ハーモニープラザＢ棟3階）
●受付時間：午前9時00分から午後5時30分まで(火曜日から土曜日)
●休日：日（第２日曜日を除く）・月曜日、祝日、月曜日が祝日の場合は翌火曜日、年末年始
　※千葉市ボランティアセンターのほか、各区のボランティアセンターに
　　おいても、ボランティア活動の相談業務等に応じています。

福祉施設での施設利用者の補助や、託児のお手伝いなどでお役に立ちたい！

千葉市ボランティアセンター（電話：209-8850）

www.chiba-shakyo.com/vc/

千葉市国際交流協会(電話：202-3000) 

●所在地：中央区中央2-5-1　千葉中央ツインビル2号館8階
●受付時間：月曜日から金曜日　午前9時00分から午後8時00分まで
　　　　　　土曜日　　　　　　午前9時00分から午後5時00分まで
●休日：日曜日、祝祭日、年末年始

日本語学習支援・通訳・翻訳・ホームビジット等で、
多文化共生のお役に立ちたい！

www.ccia-chiba.or.jp/

国際交流に関するボランティアをお考えの方は 福祉に関するボランティアをお考えの方は

www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shiminjichisuishin/shiminjichisuishin/volunteerscafe.html

●所在地：中央区富士見1-3-2（京葉銀行文化プラザ（千葉市文化交流プラザ）2階）
●受付時間：午後1時00分から午後7時00分まで(火曜日から土曜日)
●休日：日・月曜日、祝日、年末年始

ボランティア活動について知りたい、活動してみたいという
方々が、気軽にボランティアに関する資料を見たり、仲間同
士で語り合ったりすることができる、ボランティア総合情報
の発信拠点です。

千葉市ボランティアズカフェ（電話：227-3081） 

下記の施設では、市内のボランティア情報がたくさんありますのでお気軽にお問合せ下さい。

もっと千葉市のボランティア情報を知りたい方は

　生涯学習とは、人が生きてゆく上であらゆる機
会を通じて行う学習のことです。
　またボランティアとは、自主的に社会事業など
に参加し、無償の奉仕活動を行うことです。
　今、自らの生涯学習を通じて得た豊かな知識・
経験・技術を、ボランティアとして地域社会に役
立てたいと考えている市民の方々が多くいます。
　今回の特集では、千葉市のボランティア活動に
ついての窓口と、現在市内で生涯学習ボランティ
アとしてご活躍されている方々をご紹介します。

特特特
集生涯学習ボランティア

事前申込
無料

申込は…

千葉市
図書館

地域おはなしボランティア
　千葉市図書館では、千葉市子ども読書推進計画に基づ
き「地域おはなしボランティア」を養成し依頼のあった市
内の小・中・特別支援学校をはじめ、育児サークルなど
に派遣しています。
　子どもに、本の楽しさを知ってもらうために、おはな
し会を行っています。

おはなし会とは、絵本の読み聞かせや 
素話、わらべうたを行うことです。

各学校での 
おはなし会

放課後
子ども教室での 

おはなし会

４か月児
健康診査での 
読み聞かせ

育児
サークルでの 
わらべうた

活動例

読み聞かせ（磯辺第四小学校）

活動
内容

人数  現在106名
募集  現在募集なし
活動  養成講座終了後の登録者に毎年

 スキルアップ研修あり
 交通費の支給なし

千葉市中央図書館
中央区弁天3-7-7
TEL 287-3980

問合先

市内のいろいろな施設で
ボランティアの皆様が
活躍しています！

おはなし会の様子（磯辺第四小学校）

地域おはなしボランティア
派遣の申込み方法

中央・地区図書館へ「千葉市図書館地域おはなしボ
ランティア派遣申込書」を提出
おはなし会予定日の２か月前まで

図書館の担当者が地域おはなしボランティアへ
派遣の調整

図書館の担当者から学校または団体へ
「決定通知書」を発送

図書館で対象年齢に合わせたプログラムを作成し､
練習

地域おはなしボランティア派遣

申込・問合先　各地区図書館へ

1
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3

4
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施設ボランティア紹介❶

おはなしを聞いた子どもたちから
感想が届いています！

（磯辺第四小学校）

美術館・博物館などの施設で、活動上
必要とされる様々な専門知識や技術を
習得した上でボランティア活動を行って
る方々です。

施設ボランティアとは?

教育・文化・芸術・音楽・スポーツ・家庭生活・コンピュータ等の分
野の知識や経験、技術を地域社会に役立てたい！
専門の学習相談員が、直接みなさまのこれからのボランティア活動に
ついての相談に応じますので、お気軽にお越し下さい。
電話・FAX・専用メールフォームでも受け付けています。

●所在地：中央区弁天3-7-7（千葉市生涯学習センター内）　　　
●受付時間：午前9時00分から午後5時00分まで
●受付場所：生涯学習センターの生涯学習広場（1F）・調査資料室（2F） 
●休日：生涯学習センターの休館日
　　　　毎月第4月曜日(祝日・振り替え休日に当たる時は火曜日)、年末年始

www.chiba-gakushu.jp/

登録者の活動例は本誌
P6・P7をご覧下さい。

生涯学習に関する
ボランティアをお考えの方は

ちば生涯学習ボランティアセンター （電話：207-5815） 
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千葉市立
郷土博物館

郷土博物館展示解説
ボランティア

　３階展示室で、見学者を対象に、展示
「千葉氏の興亡と妙見信仰」についての案
内と説明を行います。

千葉市立
加曽利貝塚
博物館

人数  現在36名
募集  毎年５月頃
対象  18歳以上（高校生不可）
活動  活動日は原則として土日の10:30～12:00と

13:30～15:00です。割振りなどはなく、各人
が活動できる時に活動しています。

 交通費の支給なし
 ボランティア養成研修（基礎講座・専門講座）あり

展示説明の様子

有志で自主勉強会を行っているところ

千葉市立郷土博物館
中央区亥鼻1-6-1　 TEL  222-8231

活動
内容

加曽利Ｓ.М.Ｓ
縄文ガイド隊

　博物館の見学者に対し、館内展示や貝
塚などのガイド・解説を行っています。
また、火おこしなどの体験活動をサポー

活動
内容

千葉市
科学館

千葉市科学館
ボランティア

千葉市
美術館

活動
内容

千葉市美術館
ボランティアの会
◦来館者向け鑑賞サポート活動
　（一般向け：ギャラリートーク／
　学校団体向け：鑑賞リーダー）
◦ ワークショップの企画・運営
◦ イベント運営サポート　他

活動
内容

小学生に「火おこし」を教える様子

ワークショップ（多色摺
り木版画体験）の様子

　千葉市科学館ボランティアは、ボラン
ティアの好きな事や得意分野をいかした
活動を行なっています。ワークショップ・
来館者への展示体験サポート、科学館展
示室の案内・誘導、館内実施イベントの
協力などです。

人数  現在50名
募集  常時募集
対象  18歳以上（高校生不可）
活動  交通費の支給なし

 研修あり
 生涯学習センターでの基礎研修（６・７月）
 博物館での専門研修（７～１０月）

人数 　現在249名
募集 　常時募集

 ボランティア希望の方はご連絡下さい。
対象 　中学校卒業以上～年齢に上限はありません

 その他：千葉市科学館に興味があること
 月2回（１回４時間）以上の活動が可能なこと

活動 　活動前に3日間の研修受講が必要です。
 （研修日程は科学館まで要問合せ）
 1日につき4時間以上の活動について
 活動支給金1000円があります。

人数  現在28名
募集  欠員募集のみ　3～4年ごとに募集（実績）
対象  18歳以上の市民（高校生不可）
活動  交通費・食費等は、ボランティア各自で負担

 養成研修（基礎・専門）計12回実施を受講
 展覧会ごとの勉強会、自主学習会などもありま 
 す。
 活動場所は、原則として開館日の開館時間内に、 
 美術館施設内で活動。 ただし、館外施設での 
 ワークショップやイベントに参加する場合もあ 
 ります(任意)。

http://www.kagakukanq.com/volunteer/index.html

千葉市立加曽利貝塚博物館　学芸係
若葉区桜木8-33-1　 TEL  231-0129

千葉市科学館ボランティア推進チーム
中央区中央4-5-1 複合施設「Qiball（きぼーる）」内７階から10階
TEL  308-0516（9～17時まで）

千葉市美術館
中央区中央3-10-8　 TEL 221-2311

千葉氏の
ことご存

知ですか

郷土の歴
史を

わかりや
すく解説

します

施設ボランティア紹介❷

縄文の世
界によう

こそ

太古のロ
マンを

一緒に感
じません

か

美しい科
学の原理

にふれる

科学の不
思議

楽しさの
魅力を伝

えます

縄文ひろば　アクセサリーづくりの様子

トしています。
　例年、加曽利貝塚で開催している、夏休みの「縄
文ひろば」、秋の「縄文ムラまつり」を企画・運営す
るほか、他の施設のイベント等にも出張し、縄文体
験を提供しています。

メールvolunteer@kagakukanQ.com

施設ボランティア紹介❸ 施設ボランティア紹介❹ 施設ボランティア紹介❺

問合先問合先問合先問合先

ふしぎを一緒に探究しよう！

鑑賞リーダーと子どもたち

オリジナ
リティあ

ふれる

「美」に出
会える

アートの
楽しさを

たくさん
の人に
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子どもルームでの紙芝居と語り
平成23年

7月
火9日

金29日

公民館でのパソコン指導
平成23年 9月
火6日 金

日9〜全４回

平成23年 9月
日11日

ちば生涯学習ボランティアセンター
登録者の活動紹介

　稲毛区第一徳川園自治会館で、長寿を祝う敬老会が開催され、その中
でボランティア団体の方々による落語会が行われました。日頃より真打ち
落語家から稽古を受けて、噺の技に磨きをかけている３人の素人落語家
の方々。およそ１時間の公演で、個性あふれる演者の落語に、場内は笑い
で包まれていました。

自治会での落語会
■磨きをかけた噺の技で、楽しいひとときを！

場所  第一徳川園自治会館　
講師  フォーエヴァー落語会（団体）
対象 　敬老会参加者（70歳以上の高

齢者）約70人
内容  高齢者のための落語会

子どもルームでの紙工作指導

水谷悦子さん

平成23年 7月
水27日

障がいを持つ方々への書道指導
平成23年 7月

月11日

場所  瑞穂小学校子どもルーム
対象 　子どもルーム在籍小学生

（１年生～４年生）35人
内容  紙工作（リサイクル品利用）

 「カエルくん危機一髪」

　落語をはじめたのは、一昨年の12月。以
来、10回以上高座に上がってきました。
　今日は関西出身の私が、自分で学んだ上方
落語を演じました。たくさんの方に笑って頂
けると、気分が乗って名前通り絶好調になれ
ます（笑い）。
　たったひとりで演じる落語には緊張感もあ
りますが、失敗を次に生かし、芸を磨いてい
く楽しみは他にはないもの。きっと、脳の活
性化にもなっていると思います。

場所  真砂第三小学校子どもルーム
対象 　子どもルーム在籍小学生

 （１年生～３年生）約70人
内容  紙芝居と語り

ボランティア講師

桧垣順子さん

場所  地域生活支援センターふらる
対象 　障がいを持つ方10人
内容  書道の指導

ボランティア講師

八角康子さん

場所  千草台公民館
対象 　成人10人　パソコン初心者
内容  Word2007初心者向け講座

 電源の入れ方から指導して
案内文を作成しました。

ボランティア講師 牧野卓爾さん

せんよう亭　Z校長（ぜっこうちょう）さん

せんよう亭
マッテさん

せんよう亭
若い珠（わかいしゅ）さん

落語大好
き！

心の底か
ら笑い

元気をも
らいまし

た。

ボランティア活動の概要

ボランティア活動の概要

ボランティア活動の概要ボランティア活動の概要
ボランティア活動の概要

いろいろな施設でご活躍！

　千葉市生涯学習センターでは、市民一人ひとりの生涯学習
活動の成果を生かす仕組みとして、ちば生涯学習ボランティ
アセンターを運営しています。当ボランティアセンターで
は、豊かな知識や経験、技能を講師や指導者として市民の皆
さんに伝えたい、地域社会に役立てたいと考えている個人や

グループの方々と、生きがいづくりや仲間づくり、地域づく
りをめざして学習活動に取り組もうとしている方々とを橋渡
ししています。現在、当ボランティアセンターには1,200人
を越える個人と団体の皆さんがボランティアとして登録され
ています。その登録者の方々の活動の一端をご紹介します。

ありがとうの手紙や笑顔！
学ぶ喜びを感じました!!

●お問い合わせは下記まで

ちば生涯学習ボランティアセンター（千葉市生涯学習センター内）
TEL 207-5815 　FAX 207-5817
受付時間 休館日（毎月第４月曜日）を除く、9:00 ～ 17:00

ボランティア講師

8月
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「青少年の日」「家庭・地域の日」
シンボルマークとキャッチフレーズ

千葉市生涯学習情報誌
●編集・発行

千葉市生涯学習センター (指定管理者：千葉市教育振興財団グループ)
http://www.chiba-gakushu.jp/
〒260-0045　千葉市中央区弁天3-7-7
Tel.043-207-5811（代） Fax.043-207-5812

千葉市教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課
〒260-8730　千葉市中央区問屋町1-35　千葉ポートサイドタワー11F
Tel. 043-245-5957　Fax. 043-245-5992

千葉市生涯学習情報提供サービス http://chiba.manabi365.net/ 講座や教室、イベント情報などを
検索することができます。

平成23年11月発行

vol.2

　毎年９月の第３土曜日は、「青少年の日」で
す。この日に催される「青少年の日フェスタ」
は、青少年と家庭・学校・地域・行政がつなが
りをもつことで青少年のコミュニケーション力
を高め、居場所づくりを推進することを目的と
しています。
　今回のフェスタは、千葉市と青少年の健全育
成に係る団体等で構成する実行委員会により主
催され、ダンスや合唱の発表会のほか、消防音
楽隊によるコンサートや各種の工作教室、講
座、お弁当づくり教室など、たくさんの楽しい
催し物や教室が開かれました。
　千葉市では「青少年の日」のほか、毎月第3土
曜日とその翌日曜日を「家庭・地域の日」、「青
少年の日」から１週間を「『青少年の日』つながり
ウィーク」として制定しています。また、「『青
少年の日』つながりウィーク」の１週間を中心と
した９月下旬から11月にかけて、各中学校区
青少年育成委員会の主催による研修や地域の環
境浄化活動、ボランティア活動など、青少年の
健全育成に関するさまざまなイベントを実施し
て、家族との絆とは何か、地域とのつながりと
は何か、真の青少年の健全育成とは何か等につ
いて考える機会づくりを行っています。

「青
少年の

日フェスタ」が開催されました
平成23年度

ダンス発表会（ホール）

アトリウムガーデンでは、さまざまな教室や
活動紹介・展示が行われました。

バルーンアートづくり
〔わくわく相談員ランド〕（研修室）

　９月17日㈯、千葉市生涯学習センターで「青少年の日フェスタ」が開かれました。
　会場では、参加無料の工作や体験教室をはじめ、市内の中学・高校生や大学生のサークル等によ
る合唱やダンスの発表会などが催され、家族連れをはじめ約4,300人の参加者がさまざまなイベン
トを楽しみました。

パソコンでアイロンプリントに挑戦
（パソコン学習室）

（千葉市こども未来局健全育成課）

主催：千葉市、「青少年の日」及び「家庭・地域の日」事業実行委員会
共催：千葉市生涯学習センター
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