―コミュニティケア街ねっとの沿革—
1998年 現社福生活クラブ風の村特養ホーム八街の
運営を支え、ボランティアをコーディネート
する組織として、
「たすけあい倶楽部を支える会」設立
2002年 社会福祉事業及び地域福祉推進に関する調査
研究機関として、
「コミュニティケア研究所(CCI)」設立
2003年 同NPO法人化
2004年 生活クラブ生協（虹の街）の組合員や地域の
人々と、社福生活クラブ(風の村)や他の施設
をつなぐ組織として、「たすけあい倶楽部を
支える会」が、
「生活クラブボランティア活動情報センター
(VAIC)」に改組
2006年 同NPO 法人化
2009年 多様な事業を1法人で行うことで、ニーズの
早期発見・支援の連携と充実をめざし、上記
２法人が合併し、
「NPO法人VAICコミュニティケア研究所」登記

会員・寄付募集

コミュティケア街ねっと 会員申し込み用紙
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相談支援、ボランティアコーディネート、地域
コーディネーターの活動など、地域や暮らしに
貢献する、独自の取り組みに生かされます。
入会、または寄付(￥3,000～)が選べます。

年

月

日

ふりがな

氏

名
〒

住

所

会員種別
【賛助会員】個人 1 口 3,000 円/年
団体 1 口 10,000 円/年
【正 会 員】個人 1 口 3,000 円/年
※正会員には総会での議決権があります。
入会方法
【郵送】右のはがきを切取り郵送してください。
【電話】043-290-8015 まで
【FAX】右欄にご記入の上 043-290-8016 まで。
【インターネット】HP からもお手続きできます。

電話番号
FAX 番号
携帯番号
会員種別
加入口数

□賛助会員
□個人(

) 口

□正会員
□団体(

)口

□ ①現金一括払い

寄付のお支払い方法
【現 金】随時受け付けています。
【ゆうちょ銀行から振込み】
記号：00170
番号：703247 当座：4
口座名義（加入者名）
NPO 法人コミュニティケア街ねっと
【他銀行から振込み】
銀行名：ゆうちょ銀行
金融機関コード：9900
店番：019 支店名：〇一九店(ゼロイチキユウ店)
預金種目：当座
口座番号：703247
口座名義：トクヒ)コミユニテイケアマチネツト

□ ②銀行口座引き落し（9 月一括）
□ ③郵便局一括払込み

支
払
方
法

□ ④生活クラブ生協千葉組合員の方は
共同購入代金に毎月 250 円×口数を
合算引落しができます。
〔組合員コード：

〕

※頂いた個人情報は、目的以外には使用いたしません。
※特にお申し出がない限り、次年度自動更新となります。

✂

※手数料はご負担ねがいます。

2017年 認定NPO法人格取得

認定 NPO 法人への寄付には 税制優遇が適用されます！

2020年 ｢認定NPO法人コミュニティケア街ねっと｣に
名称変更

皆様からの会費は「寄付」です。
税制優遇をご活用ください！
詳しい活動の様子は HP をご覧下さい

https://www.ccmachinet.com/

※確定申告を行う必要がありますので、
発行した領収証は大切に保管してください。
※正会員は税制優遇の対象とはなりません。

個人の場合
・税額控除の場合（寄付金額-2,000 円）に対して 40％が
所得税から減税されます。
・住民税の控除は、お住いの自治体によって異なります
ので、直接ご確認ください。
・相続財産の寄付は寄付分が非課税になります。
企業の場合
従来の一般枠に加え「特別枠」導入により、損金算入
ができます。

2020 年 6 月改訂

理事長

＜徒歩＞ＪＲ総武線：稲毛駅下車東口より徒歩 18 分
千葉都市モノレール：穴川駅下車徒歩 13 分
＜バス＞ＪＲ総武線：稲毛駅東口発３つ目「園生団地入口」下車徒歩 3 分
◎1 番・4 番乗り場から出るバスはどれでもＯＫ
◎2 番乗り場は「さつきが丘団地」行

岩上章子

しょう。
孤立のない住みよい地域づくりを実現していきま
「頼って」「共感して」「参加して」いただき、
ぜひ多くの方にコミュニティケア街ねっとを
ークを活かし解決につなげたいと考えています。
タッフが要支援の芽を見逃さず、内外のネットワ
支援しています。また各種事業とそれに関わるス
り、コーディネーターを配置し住民主体の活動を
コミュニティケア街ねっとは出会いの場をつく
ワークがあること、などでしょうか。

【本部アクセス】

る仕組みがあること、専門家による支援とネット
● 八街センター
Tel／Fax 043-440-0181
〒289-1114 八街市東吉田 8-1 風のロッジ内
E-mail yachimata@ccmachinet.jp
● 柏センター
Tel／Fax 04-7170-0939
〒277-0061 柏市東中新宿 4-5-12
生活クラブ風の村光ヶ丘(弐番館)内
E-mail kashiwa@ccmachinet.jp
● 千葉センター
Tel 043-290-8017／Fax 043-290-8016
本部事務所内
E-mail info@ccmachinet.jp
● 幸町・子育てリラックス館
Tel 043-242-3050
〒261-0001 千葉市美浜区幸町 2-12-1
しょうじゅレジデンス 1 階
● 喫茶アルルカン
Tel 043-440-0191
〒289-1114 八街市東吉田 912-8
生活クラブ風の村特養ホーム八街 1 階
● C’s cafe
Tel 043-310-6110
〒285-0846 佐倉市上志津 1672-7
志津市民プラザ 1 階

に行ける居場所があること、ＳＯＳをキャッチす
う。地域に相談できる顔見知りがいること、気軽
「孤立」の解消のためには、何が必要でしょ
ことでより深刻さを増しています。
しょうか。そしてその多くが「孤立」状態にある
ってまったく不安のない人はいないのではないで
活困窮、引きこもり、精神疾患など、将来にわた
高齢者のみ世帯、介護問題、ワンオペ育児、生

私たちは、活動をとおして出会った人
との関係を大切にします
私たちは協同の力で、地域で支え合う
ネットワークづくりを推進します
私たちは個人が尊厳をもってその人
らしい生活を送れるように支援します

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のために

VAIC コミュニティケア研究所は
コミュニティケア街ねっとへ
名称変更しました。
（旧：VAIC コミュニティケア研究所）

—— 活動拠点 ——
コミュニティケア街ねっと本部
Tel 043-290-8015／Fax 043-290-8016
〒263-0051 千葉市稲毛区園生町 1107 番 7
生活クラブいなげビレッジ虹と風内
E-mail info@ccmachinet.jp

わたしたちが めざすこと

～事業紹介～

生活支援サービス

2018 実績
人数は述べ

子育ち・子育て支援
▶合計 5140.5 時間

生活支援サービス
‘

一時預かり 「たぁ～たん」

高齢や障害などにより在宅での暮らしに不自由を感じてい
る方がその人らしく自立した生活を送ることができるよう、
介護保険等の制度とは別の生活支援サービス。
被後見人 3 名
〈エリア〉柏センター・千葉センター周辺

▶実施数 38 回
111.25 時間

子どもを連れていけない用事や、子育て中のリフレッシュなど、
理由を問わずお子さんを預かります。 〈場所〉本部施設内

託児ケアシステム

「風 船」

生活クラブ虹の街から受託。お子さん連れの組合員が、安心して
子どもを預け活動に集中できるよう、会場の傍で実施する集団託児の
ケア者を派遣。

千葉市エンゼルヘルパーケア
千葉市の産前・産後の家庭支援制度のケア者として、
産み育てやすい地域になるよう貢献。

▶実施数 891 回
託児人数 2638 人

一時預かり「たぁ～たん」

親子ひろば～千葉市委託事業～

生活クラブ虹の街エッコロ制度コーディネート・ケア

「千葉市

制度の一部を受託することで、組合員の拠出金による
たすけあいの制度の充実に寄与。

幸町・子育てリラックス館」

▶開所日数 291 日
来館組数 2059 組
来館者数 4638 人

小さな子どもと保護者が、お友だちを作ったり相談したりしながら
過ごせます。
【月～土 10 時～16 時】

柏市支えあい推進員

「千葉市

子育てリラックス館・園生出張ひろば」

▶開所日数 46 日
来館組数 486 組
幸町の出張型リラックス館として本部施設内で実施。【毎週金 10 時～16 時】 来館者数 1030 人

介護保険制度の新しい総合事業生活支援コーディネーター。
〈エリア〉柏市第二層・光ヶ丘地区
高齢者の介護予防と社会参加につながる地域活動の創出。

放課後の居場所～2019 年より稲毛区地域活性化支援事業～
「こどもカフェ 3rd プレイス虹」

▶年間 94 日運営
来所人数 1377 人

千葉市後援。家庭・学校に次ぐ第 3 の居場所として自由に過ごす場。
多世代交流、相談支援、地域住民参画の場でもあります。
〈場所〉本部施設内
【毎週木曜日 15 時～17 時】

託児ケアシステム「風船」

居場所づくり
地域活動づくり「あみぃこ～amico～」
講座開催を通じ、地域の人々が出会い関係性を作
ることで、地域での支え合いや新たな活動も創出。
〈場所〉柏センター・千葉センター

▶企画開催数 306 回
参加人数 3997 人

幸町・子育てリラックス館

福祉サービスの評価調査

地域交流喫茶
喫茶アルルカン（八街市 風の村八街）
地域の人々の交流の場、併設する高齢者施設
の社交の場として運営。定期的に講座やサロン、
年数回のライブや見本市を実施。

C‘s cafe（佐倉市 志津市民プラザ）
地域の人々の居場所であり交流の場。定休日
には認知症カフェや高次脳機能障害者・家族
のためのカフェを開催。

▶営業日数 359 日
利用者数 12712 人

千葉県福祉サービス第三者評価
地域密着型サービス外部評価
東京都福祉サービス第三者評価
社会的養護関係施設第三者評価

こどもカフェ

▶営業日数 289 日
利用者数人 9979 人

▶評価実施 72 件

福祉施設や保育園などに対し、運営側・利用側へのア
ンケート、視察・点検等を行い評価結果として回答・
公表を行う。施設側は閉鎖的にならず運営改善につな
げることができ、利用者はより良いサービスを選択し
たり改善に参加することができる。千葉県ほかの評価
幸町・子育てリラックス館
調査員養成・継続研修受託。

生活困窮者支援
千葉市生活困窮者自立支援・家計再建支援
あみぃこ園生・柏「健康麻雀教室」

生活に困窮している人に、家計診断・生活再建のための
伴走支援を行うセーフティネット。生活クラブ虹の街
「暮らしと家計の相談室」と共同体を作り、千葉市の制
度を受託。

喫茶アルルカン

▶相談人数 544 人
支援件数 706 件

相談員の派遣（柏）

あみぃこ園生「男の料理教室」

生活困窮者自立支援制度における各種相談支援員を各地に派遣。

貧困の連鎖防止 「すまいるじょい」
困窮家庭であるが故に乏しい様々な生活体験を、支援者とともに
行うことで、自己肯定感を得て、貧困の連鎖を防止。
〈場所〉本部施設内

地域コーディネーター

C’s cafe

【八街・柏・千葉の各センターに配置】
地域の団体や人々と法人事業をつなぎ、地域活性
化、コミュニティの再生に取り組みます。
生活クラブ千葉グループで取り組む「生活クラブ
安心システム」でも積極的に活動しています。

あみぃこ柏「編み物教室」

地域の人々が同じテーブルを囲みます（安心システム）

社会参加支援
ボランティアコーディネート

八街「だれでも食堂」

柏｢よってって｣

認定ＮＰＯ法人
コミュニティケア街ねっと 事務局行

千葉「みんなのテーブル」

施設訪問や運営サポートのボラン
ティアの他、障害があってもその人
らしい社会参加を実現するための
コーディネートを行う。

成年後見支援

生活全般や福祉などに関する電話相談。

法人 HP

法人 FB

Find out 相談
各事業スタッフの「気付き」からつながる見守り・支援。

法人ブログ

喫茶ｱﾙﾙｶﾝ FB

C’s cafe FB

喫茶ｱﾙﾙｶﾝ
instgram

リラックス館
instgram

〒263-0051

自身では難しくなった契約や財産管理、日常の
見守りを法人として実施することで、自立・自己
決定を支える。

送料は
ご負担
下さい

法人後見（法定後見）

ご覧になれます

談

Hot line 相談

制度の周知により、適切な利用に。

詳しくはこちらからも

相

▶保佐人受任 通算 6 人

千葉市稲毛区園生町 1107 番 7
生活クラブいなげビレッジ虹と風内

成年後見制度の相談・啓発

