～子どもたちのヤル気を引き出す～

算数教室「単元王」のボランティア講師
柏市の風の村光ヶ丘で、算数が苦手な子ども
たちに学習支援をしています。現在、岡田さん
を中心に、元小学校教諭の講師５名、ボランテ
ィア３名で取り組んでいます。

2020 年 10 月に初めてお会いしたとき、岡田さんは県の学習サポー
ターをしていて、コロナ禍で学習についていけない子が増えている
ことを心配されていました。そこで、まず学習支援に取り組もうと、
話し合いを重ね、感染状況が落ち着いた 2021 年 11 月から週 2 回の
教室を開始しました。
「単元王」では、2 年生の単元から(2 年生には 1 年生から)プリント
で復習していきます。これは岡田さんが、学童指導員・子ども食堂
主宰・県学習サポーターなど多様な経験から生みだした方法です。
コロナ禍での課題も的確に捉えて迅速に対策を提案されます。1 月に
まん延防止重点措置が発出されてからは、教室では教えずに、宿題
プリントを見て、間違ったところは付箋にヒントを書いて返すとい
う形で対応しました。
………………………………………………………………………………
3 月に取ったアンケートでは、
「自分から進んで通う姿に成長を感じました。」
「ひとりで育てているので、なかなか勉強を見てあげられないの
で、とても助かりました。」
など、保護者からは感謝のコメントが寄せられました。
また、子どもたち全員が「新しい学年になっても単元王に参加した
い」と回答し、「楽しいし、わかる！」という声が聞かれました。
………………………………………………………………………………
岡田さんは「子どもたちが、いきいきとしっかり取り組んでくれいる
のがうれしい。」と、これからの取組みにも意欲をみせてくれました。
（柏センター地域コーディネーター 竹中）

だれもが自分らしく
安心して暮らせる
地域協同社会づくりに
貢献します

2022年春号
年春号
2022
vol.50
vol.50

2021 年度
Facebook・Instagram・Blog ベスト

６

SNS は花ざかり♪
10/14 ラジオ体操 10 年表彰！
【千葉センター】

▲岡田 尚三さん
地域の人たちには「岡ちゃん」と呼ばれ、その
柔らかな大阪弁に、子どもたちもリラックス！

6/26 千葉市のこどもの居場所

7/25 ○
祝 100 歳のお誕生日

おめでとうございます！【生活支援柏】

サポーター養成講座で報告しました
【千葉センター】

各センターで人材大募集！
あなたの魅力を貸してください｡
ボ

ボランティア 参 参加者 仕 仕事 場 場所利用

【八街センター】 Tel 043-440-0181
ボ

買い物バス

ボ

運転手

風の杜ひろば

ボ

草取

子育てサロン

ボ

参

運営スタッフ

外国人との交流

ボ

参

運営スタッフ

放課後の居場所を始めて 11 年目にな
る「こどもカフェ３rd プレイス虹」
のお話をさせていただきました。

毎週 1 回開催している、いつも元気な
「グリーンプラザ園生ラジオ体操の会」
長年の活動の実績が認められ、千葉市
から表彰されました！ 参加者からは
「もっと長く続けようね」と喜びの声
があがりました。
……………………………………………………

自治会の活動ですが、街ねっとは立ち上
げから開催をサポートしています。

ケア者 3 名が交代で W さんのお食事
支援を開始して約 1 年になります。
新しいメニューに挑戦した時の「美味
しかったよ」のひと言でケア者はモチ
ベーション UP です！
……………………………………………………

提供から片付けまで、衛生管理等に
気を配りながら支援しています。

ケアメンレンジャー(男性介護者のつどい)
ボ
◀ 少人数なので、質問にもすぐ
に答え、ていねいに教えられ
る教室です。

お知らせ

◆あみぃこ八街企画 （問い合わせ Tel 043-440-0181 冨永）
５/21(土) 風の杜ひろばで自然とあそぼう
5/22(日) おもてなし茶の湯＊春の野点
◆千葉市で活動する家計改善支援員を募集しています。生活クラブ生協
組合員の方には、カタログと一緒に募集チラシを配布予定です。
（問い合わせ Tel ０４３-290-8015 平川）

特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）

コミュニティケア街ねっと
【発行責任者：岩上 章子】

参

運営スタッフ

場

活動グループ

【喫茶アルルカン】

【八街センター】

12/26 今年最後の街の縁側

「よってって」

【柏センター】

【柏センター】 Tel 04-7170-0939
街の縁側よってって

ボ

運営スタッフ

生活支援サービス

仕

ケア者

【千葉センター】 Tel 043-290-8017
地域食堂

ボ

調理や運営スタッフ

放課後の居場所

ボ

運営スタッフ

生活支援サービス

仕

ケア者

各センターにお問い合わせください

千葉市稲毛区園生町 1107-7
【℡】043-290-8015【Fax】043-290-8016
【E-mail】info＠ccmachinet.jp
【URL】 https://www.ccmachinet.com/
2022 年 4 月発行
〒263-0051

11/25 喫茶アルルカン手作りケーキ
11/6 明日につながるマルシェ開催

喫茶アルルカン・風のロッジ

抜けるような秋空のもと「命・自然・
癒し・優しさ・繋がり」をテーマにマ
ルシェを開催しました。来場者も出展
者も主催者も何かを持ち帰り、明日に
つながることを信じます。

風の村八街の入居者さんから、お誕生祝
いケーキのご注文いただきました。

…………………………………………………………

今年度は 69 歳～106 歳の 21 名の方のケー
キを承りました。インスタを見たご家族か
ら「母のケーキですよね！ありがとうござ
います！」とメッセージを頂きました。今
は会えなくてもつながれる…SNS ならでは
ですね！

参加者それぞれの「今年あったうれし
いこと＆来年の抱負」を語りました。
11 月にみんなで大鍋いっぱいに作っ
てご近所におすそ分けした花ゆずのジ
ャムは、ご近所のつながりのきっかけ
になりました。「この歳になって友だ
ちが出来るなんて！」という声も。来
年もみんなで助けあって楽しい縁側に
しよう！

ホームページ
活用術！

検索

コミュニィテケア街ねっと

https://www.ccmachinet.com/

○○のことが知りたいのだけれど、どこを探せばい
いのかわからないときは、「事業のご案内」をご覧
ください。

千葉、柏、八街センターで実施予定のイベントなどがカ
レンダーで確認できます。新しいこと、人との出会いの
場でもあります。興味あることに参加してください。
Web 申し込みもできます。

生活支援ケア者、家計相談員、評価調査員、
託児スタッフ、カフェスタッフ、事務局スタ
ッフ、ボランティアなど、人材募集を掲載し
ています。あなたの経験と時間を活かしてく
ださい。

地域交流・喫茶 相談

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

子育て支援 福祉ｻｰﾋﾞｽ評価調査 アクセス 活動拠点

問合せ

コミュニティケア街ねっととは ｜ 事業のご案内 ｜ 会員加入・寄付 ｜ お問合せ

理由を問わず子どもを預かる「たぁ～た
ん」。面談予約申込から予約確定までオン
ラインで完結できるようになりました！
お気軽にお問い合わせください｡

生活支援★

ケア日誌 Blog

生活支援サービス現場でのできごと、ち
ょっとしたケアのコツなど…毎月のミー
ティングで持ち寄られたケアエピソード
満載のブログです。

右のような問い合わせフォームをご用意し
ていますので、必要な情報を入力していた
だき、各センターへ直接送信！小さなこと
でもお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合はお電話で。
（代表）043-290-8015【9:00～17:00】

リ ラ ックス館

予約カレンダー

幸町(月～土)と園生町(金)の子育てリラ
ックス館は現在予約制です。予約状況は
カレンダーからひと目でわかります。
確認して電話で申込んでください。
TEL043-242-3050

Facebook・Instagram
サイトマップ ｜ お問合せ ｜ 活動拠点

本部・千葉・柏センターの「コミュニィケア街ねっと」、八街セン
ター「喫茶アルルカン」で、日々の出来事をご紹介しています。
アカウント登録していなくても閲覧することができますので、ぜひ
お越しください。

プライバシーポリシー

街ねっとに共感していただき、ありがとうございます！
「ちょっと寄付したい」、「会員になりたい」…いろいろな寄
付の窓口があります。また、支払い方法も、口座引き落としか
らクレジットまで。スマホからの簡単寄付もできます。

利用ページ

たぁ～たん

事業一覧

