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「ぐるぐる京葉」情報紙

子ども編

子どもたちの笑顔を広げたいから

■低い出生率　
　合計特殊出生率（女性が生涯に産む子
どもの平均数）は、1975年に 2.03だっ
たが、2003年の 1.20を最低に、1.3前
後といった低い数値になっている（厚生
労働省「平成22年人口動態統計」によ
る）。かつて、若者の多くは、就職、結
婚、出産、子育てといったライフプラン
を持っていたように思える。終身雇用制
度がくずれ、非正規雇用が増加するとい
う雇用状況の変化、所得・収入の減少、
核家族化、結婚観が変わる等の状況の中
で、出生率の減少、生産人口の減少が、
大きな社会問題になっている。

■婚姻率の低下
　1975年の戦後のべビーブームに生ま
れた団塊世代が結婚適齢期を迎えた時
期。女性の結婚適齢期は、20歳から 24

歳と言われ、24歳での結婚をクリスマ
スケーキに例えて、価値の落ちないぎり
ぎりの年齢などと言うことさえあった。
1975年の平均初婚年齢は、夫27.0歳、
妻24.7歳。2010年の平均初婚年齢は
夫30.5歳、妻28.8歳となっている。ま
た、男性の生涯未婚率は 20.14％、女性
は30.61％と高い数値になっている。（厚
生労働省「平成22年人口動態統計」参照）

■女性の就労率の上昇と雇用
の不安定さ
　若い男女に結婚願望がないということ
ではない。千葉県内でも複数の都市で、
「まちコン」の名称で、地域の活性化と
未婚の男女の出会いの場の設定を目的と
した企画が実施され、定員を超える申し
込みがあると聞く。結婚したくないわけ
ではなく、結婚できない、あるいは結婚
によるリスクを避けるといった状況に

なっているではないだ
ろうか。 
　厚生労働省の平成23
年国民生活基礎調査で
見ると、0歳児の子を
持つ母の 65.1％は無職、
19.8％は正規雇用の形で
就労している。子ども
の年齢が高くなるにし
たがって、非正規雇用での就労の割合が
多くなっている。（厚生労働省「平成23
年国民生活基礎調査」参照）
　仕事を選ぶか家庭を選ぶか…かなり以
前から使われている言葉であるが、現在
も同様の判断を迫られている女性が多い
のではないだろうか。社会状況の変化に
より、女性の就労率が上がっているが、
子育て環境の整備が追いついていない。
女性の就労環境は大きく変わっていない
ように思われる。

■子どもを生み
育てやすいと感
じていない保護
者が25.6％
　千葉県健康福祉部児
童家庭課が平成22年
6月～7月に、１歳6ヶ
月児及び 3歳児の保
護者を対象にした「子
育てアンケート」（34
市町村で実施、回収
数 2,006枚 /配布数 

3,249枚）の中の「子どもを生み育てや
すいと感じているか？」の回答では、「あ
まり感じていない」「感じていない」が
25.6％となっている。
　また、期待することについての自由記
述では、保育サービスの充実と生活環境
の整備についての回答が多くなってい
る。保育所の設置が進み、定員数が増加
し、3歳以上児の待機児童数は減少して
いる。一方で、3歳未満児の待機児童の
増加傾向は変わらない。乳幼児の託児や
保護者の勤務時間に対応できる保育、あ
るいは、保護者の自由時間を充足するた
めの一時保育など、安心して子育てでき
るような保育環境の整備が必要であろう。

■今、地域で
　そうした状況に危機感を持った大人た
ちが、県内各地で「子育てしやすい環境
づくり」「子育ての社会化」をテーマに
活動している。行政や企業の取り組みだ
けでは解決できない、当事者性を活かし
た、市民主体の活動を次ページ以降で紹
介したい。

　少子高齢化社会と言われて久しい。地域によっては、公園で遊ぶ親子連れの姿を見かけることが少なくなり、路地で遊ぶ子どもた
ちの歓声を聞くことも少なくなったように感じられる。高齢化社会に対応する施策、地域での取り組みとあわせて、少子化に対する施策、
取り組みを積極的に進めていかなければ「地域の元気」を作り出すことは難しい。
　結婚をし、子どもを産み育てるということが、安心してできる社会にするために必要なことは何か、子どもたちの健やかな成長を支え
ていくために必要なことは何か、個別の問題ではなく、社会の問題として、世代を越えて考える時ではないだろうか。

子ども
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ＮＰＯ法人子どもるーぷ袖ケ浦の「ぴっぴ」事業。
先輩おかあさんたちのサポートを受けながら親
子が遊びを通してつながりを深められるよう楽し
く、孤立しない子育てを応援しています。

厚生労働省「平成 22 年人口動態統計」 厚生労働省「平成 23 年国民生活基礎調査」

千葉県児童家庭課
「子育てアンケート」

千葉県県民活動促進事業「民が民を支える仕組み構築モデル事業・京葉地域」

寄付、物品提供、ボランティア参加
持っているものをぐるぐる循環して暮らしやすい地域に

発行：ぐるぐる京葉運営協議会

生涯未婚率の推移 末子の年齢階級、仕事の有無、正規・非正規等別にみた母の構成割合

子どもを生み育てやすいと
感じている？

期待すること



よ
く晴れた日曜日。市原市の国
分寺中央公園では、緑豊かな
敷地に生バンドのハワイアン

がゆったりと流れ、三々五々集まってき
た子どもたちが、思い思いに野遊びを楽
しんでいます。ザリガニ釣り、イカダ遊
び、ターザンロープ。火が焚かれたドラ
ム缶で、竹の棒に巻いたパンを焼く「ま
きまきパン」。紙ヒコーキや竹とんぼな
どの昔遊び。そして、本日のメインイベ
ント流しそうめん。子どもも大人も本当
に生き生きとして楽しそうです。
　「このプレーパークには、決まりはあ
りません。唯一あるとすれば、自分の責
任で遊びを見つけて遊ぶこと。スタッフ
が『やっちゃダメ』と口を挟むことは禁
句にしています」と、子ども達を見守り
ながら目を細めるのが、ゆめパークいち
はら代表の倉益稔さん（65）です。
　「初めて筏乗りをする子は、怖いもの
だから目が浮ついている。でも慣れてき
て乗れるようになると、その目がキラキ
ラしだすのです。やっぱり子どもの成
長ってこれだなと。子どもたちの笑顔と

輝く目、それを見るのが喜びです」と倉
益さんは、活動の魅力を語ります。

子どもには居場所が必要
　倉益さんが、子どもに目を向けるよう
になったのは、自分自身の苦い経験か
ら。袖ケ浦の化学工場に勤務し、中国関
連の仕事をしていて家を空けていた 30
～40代の頃。十代の多感な時期を迎え
ていた息子は知らぬ間にグレてしまって
いた。仕事だけに生きてきた自分を顧み
て、やっぱり子ども達を育む基本は家庭
にあることを痛感したそうです。
　「自分の子どもには充分にしてあげら
れなかったけども、せめて地域の子ども
達には、自分自身を発揮できる居場所を
つくってあげよう」そう思い立って、有
志と一緒に立ち上げたのが、ゆめパーク
いちはらなのです。
　「学校の先生にも親にも言えないけど、
おじさんにだけは聞いてほしいことがあ
る」と訴える子も中にはいる。そういう
時、やっぱり子ども達には居場所が必要
と感じるそうです。最近、倉益さんの目

頭を熱くするいいことがありました。
　「昔からワルだった子が、ここで遊ぶ
ようになって、ずっと見守ってきた。そ
の子が今年高校を卒業して、『おじさん
のおかげで就職できたよ』ってお礼を言
いに来てくれた。もうこんなに嬉しいこ
とはないね」

公園を地域の学舎に
　そんな倉益さんにこれからの目標を聞
きました。
　「この公園に、学童保育の学園を作り
たい。近くの老人福祉施設には、知恵の
あるおじいちゃんおばあちゃんがいっぱ
いいるから勉強も遊びも教えてもらえ
る。居場所のない子ども達を 24時間見
守れる体制がとれれば、そんなにいいこ
とはない。夢の夢ですけどね」
　公園内での施設の建設や火気の使用な
ど、諦めずに何度も行政にかけあって、
不可能を可能にしてきた倉益さん。その
全ては子ども達の笑顔のため。そんな倉
益さんの夢をぜひ応援してゆきたいと思
います。

いろいろな人と
関わりあう場を作りたい。

お天道さんの下で
大人になっていく手助けを。

千葉市と千葉大学の共同プロ
ジェクトとして始まった「ち
ば子ども学講座」は 2011年

度まで 10年間続きました。私は 2003
年度の第２期生で、有志で立ち上げたの
が「ちば子ども学研究会」です。毎年の
修了生から新しいメンバーが加わって、
現在18名。20代から 70代まで、発想
豊かでバラエティに富んだ仲間たちで
す。皆「自分たちが学んだことを社会に
還元したい」と思っています。

　子育てで一番辛いのは、子どもと二人
きりで過ごしているうちに「自分だけな
んじゃないか」と思ってしまうこと。よ
その子どもを見ていれば寛容になれる
し、子どもも親以外の大人と接する機会
を持てる。「評価」も「結果」も求めない、
親も子もいろいろな人と関わりながら育
ち合う場を作りたかった。

よその子どもの成長がうれしい
　2006年から毎月１回、稲毛区の轟公

民館で「子どもなんでも体験隊」という
小学生向けイベントを行っています。定
員30名に対して３倍もの応募があるこ
とも。工作・料理・ゲームなど、子ども
も大人も一緒になって楽しみます。ス
タッフの子どもや、２年以上参加してい
る子どもたちが「キッズスタッフ」とし
て活躍するのを見ると、うれしいですね。
　体験隊で人気の高いプログラムを集め
た『子どもなんでも体験隊あそびレシピ
ブック』も作成しました。「フィンガー
ペイント」「新聞紙テント」「ダンボール
迷路」「てぬきうどん」など、身近な材
料で楽しめるイベントを紹介していま
す。ほかの地域でもぜひ活用してくださ
い。
　家族からは「自分の好きなことだけ
やってるよね」と言われます。８年前か
らは介護ヘルパーとして働いていて、今
日も夕方から１件入っています。子ども
にも高齢者にも関わっていて「とことん
現場の人」ですね。

新しい事業にチャレンジ
　任意団体からＮＰＯ法人になって１年
が経ちます。残念ながら「ちば子ども学
講座」は終わってしまいましたが、花見
川区にある新築マンションの「コミュニ
ティプログラムサポート事業」を受託し
ました。マンションの入居者同士、地域
とも交流できるきっかけづくりのプログ
ラムを考えていきたい。こども未来財団
の助成を受けた講座「スタート 40　子
育てと個育て～すてきに生きよう 40代
から～」も９月から開催しますが、もう
定員に達しました。関心の高さを感じて
います。

連絡先
ＮＰＯ法人ちば子ども学研究会
〒260-0044 千葉市中央区松波 2-18-8
新葉ビル 3F-A
E-mail tibakodomogaku@yahoo.co.jp
http://kodomogaku.exblog.jp/

ＮＰＯ法人ちば子ども学研究会
理事長　園田敦子さん

ゆめパークいちはら
代表　倉益稔さん
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（上）倉益さんと子ども達。
（下）ボランティアスタッフが見守る中、子ども達がのびのびと遊ぶプレーパーク。

アリオ蘇我で開催された夏の工作教室「えっ本？！を作ろう」

子ども



台芸術との出会いを創ってから 20年目
の今年、記念ステージとして打楽器エン
ターテイメント『ファンカッション』を
開催しました。
　幅広い世代の親たちができることを少
しずつ持ち寄って目に見える形に創りだ
していく姿に、この活動を続けてきてよ
かったなと改めて思いました。
　劇団の人や音楽団体の人たちは私に
とって「風の人」です。伝えるってこう
いうこと、表現するってこういうこと、
そのチカラを風のように運んできてく

れるのです。ぜひ
子どもたちにも感
じてほしい、生
きにくさを抱え
ている子ども
たちにこんな
生き方もある
よ、というメッセージを
受け取ってほしいと思います。子育ての
苦労を肩代わりする支援ではなく、喜び
も苦労も同じ立場の人たちで共有するこ
とが大切だと思って活動しています。

夢の実現に向けて
　現在、幼児サークルなどの子育
て支援事業は公共施設を、いも掘
りやバーベキューなどの自然体験は
メンバーの土地を借りて活動してい
ます。私たちの夢は子育て支援の核と
なるような常設の居場所をつくること
です。小さなお子さんを連れてお母さん
たちが集まる、子どもたちは本を読んだ
りはだしで土の上を駆けまわる、お母さ
んたちはお茶を飲みながらゆっくりお
しゃべり、夕方からは小学生たちが遊び
に来る・・・いつでもだれでも遊びに来
られる場所。夢を描いているだけでは始
まらないので、今年は基金を立ち上げ、
実現に向けての一歩を踏み出そうと思っ
ています。

今から 20数年前、友人に誘われ
たのがきっかけで娘と木更津
子ども劇場の活動に参加しま

した。もともとお芝居を観ることが好き
だったこともあり、子どもと一緒にお芝
居を楽しみたい、ワクワクする体験を共
有したいという気持ちで参加していまし
た。1991年「袖ケ浦におやこ劇場をつ
くろう会」の立ち上げメンバーとして関
わり、1993年袖ケ浦おやこ劇場を設立
し、年に 4回の舞台鑑賞とキャンプな
どの体験活動を中心に活動してきまし
た。1999年には未就園児の親子のあそ
びの場「ぴっぴ」が生まれました。現在
も神納コミュニティセンターで月2回、
遊びを通して親子のつながりを深め、マ
マたちの情報交換の場として開催してい
ます。

「風の人」にパワーを
もらっています
　前身の袖ケ浦おやこ劇場で初めての舞

親子で感動を
共有したい。

連絡先
ＮＰＯ法人子どもるーぷ袖ケ浦
〒 299-0263　袖ケ浦市奈良輪 39-5
ウィンドチャイム 201
TEL/FAX：0438-63-2850
E-mail info@kodomoloop.com
http://kodomoloop.com

連絡先
ゆめパークいちはら
〒290-0073 市原市国分寺台中央 2-8-14
TEL/FAX：0436-22-5093
E-mail:mk-gnfcj0129@galaxy.ocn.ne.jp
http://yumepark.kids.coocan.jp

ＮＰＯ法人子どもるーぷ袖ケ浦
理事長　田中直子さん

「ファンカッション」の公演前に行われた出演者による打楽器ワークショップ。
プロが使う楽器を叩いて、子ども達は本物を体験した。

「ぴっぴ」

（上）ボランティアによるハワイアンの演奏。
（中）大人気のまきまきパン、１回 20 円。

（下）ザリガニ釣りとイカダ遊び。

（上）倉益さんと子ども達。
（下）ボランティアスタッフが見守る中、子ども達がのびのびと遊ぶプレーパーク。

カンパイチャリティキャンペーン　カンパイで地域貢献
「あなたのカンパイが京葉地域（市原市、千葉市、袖ケ浦市）に笑顔を届ける」
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　NPO法人ちば市民活動・市民事業サポート
クラブと利根コカ・コーラボトリング㈱は、「ぐる
ぐる京葉」支援自動販売機の活動を開始しま
した。この自動販売機の売上金の一部は「ぐ
るぐる京葉」の活動支援金となります。地域の
困りごとを解決するため、身近な場所から「支

援の輪」に参加しませんか。
「ぐるぐる京葉」支援自
動販売機の設置について
ご検討いただけますよう皆
さまのご理解とご支援をお願いいたします。

新しい寄付のカタチ
ぐるぐる京葉支援自動販売機のご案内

もっと気軽に寄付ができたら
　千葉県が平成24年 5月に行った寄付に関するアンケー
ト調査（回答161人、対象1395人）では、「市民活動
団体に寄付したことがある」との回答が 87.0％。一方、「寄
付したことがない」理由についての回答では、「寄付したお
金がどう使われているかわからない」「市民活動団体の活動
内容がわからない」が多くなっています。市民活動団体の
活動内容についての理解が広がり、身近な場所で寄付がで
きたら、「社会に役立ちたい」といった思いを寄付につなげる
ことができるのではないでしょうか。

 

カンパイチャリティキャンペーンとは
　参加店舗が提供する「カンパイチャリティメニュー」を注
文すると、販売額の一部がチャリティ（寄付）となるキャン
ペーンです。参加店舗から「ぐるぐ
る京葉運営協議会」を通じて、地
域づくり団体に届けられ、暮らしやす
い豊かな地域づくり役立てられるチャ
リティシステムです。

参加店舗募集
↓

キャンペーン実施　2012年9月中
↓

市民活動団体への寄付
↓

寄付先団体から、寄付よる成果をご報告します



NPO法人こころの相談室いちはら

当相談室では、不登校、ひきこもり等、子どもと親のサポートをし
ています。中高生がコミュ力（コミュニケーション能力）を身につけ
られるための、様々なプログラムを用意 !!ひきこもり支援自由空間
を月2回開設。大切な子どもたちの心の健康を支援します。

メンタルヘルスケアは、豊富な知識や経験が必要です。相談活動充実のための費用
が不足しています。
スタッフのスキルアップ研修費の補助　10 万円　　交通費　10 万円
ひきこもり支援運営費　10 万円　　合計 30 万円

カウンセラーが高齢化しています。後継者の育成が必要です。（有資格者の方）

連絡先 〒 260-0032　市原市五井中央西 2-7-15　ウルマ駅前ビル 516 号
TEL 0436-21-0033　FAX 0436-21-0033

NPO法人フォレストサウンド

障害の有無にかかわらず住みやすい社会を作るために、音楽療
法によるボランティア活動、親子ふれあい交流会による障害者児
と家族の支援、ボランティアの育成を通して、地域の人たちも理
解を深める活動をしています。
東日本大震災後は、宮城県内の障害児支援団体と連携して被
災した子どもたちのための心のケアを計ることを目的に、南三陸町、

石巻市を訪れ音楽療法の支援をしています。

南三陸町、石巻市への往復の旅費 10 万円があったら、継続した活動ができます。

連絡先 〒 263-0051　千葉市稲毛区園生町 449-1-101
TEL/FAX 043-285-4610　E-mail npoforestsound@yahoo.co.jp
http://heartland.geocities.jp/melody_humming/index.html

子どもの問題を考える会千葉

不登校・引きこもり等子どもの問題に悩む母親が中心となり、毎月定例会
を開催。講師を招き、自律訓練法で心身をほぐし、グループ討論で問
題解決へのヒントを得ています。子育て中のお母さん向けの講座も行って
います。

10/27（土）、12/9（日）「学びフェスタ」で、子育ての不安やストレスを感じている
お母さん、子どもの問題で悩んでいるお母さんを対象に『心ほぐし・体ほぐし』の講座
を行います。
講師の費用を支援していただけるとありがたいです。5 万円ぐらいいただけるとありがた
いですが、いくらでも支援していただけたら感謝です。

連絡先 〒 263-0044　千葉市稲毛区小中台町 1776-4 沖ノ谷方
TEL 090-6942-7814　FAX 043-287-7470
E-mail Kodo-mon@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/kodo-mon/

NPO法人子どもるーぷ袖ケ浦

心ゆさぶるような、ほんものの体験を通して、感性豊かな子どもた
ちの成長を応援するとともに、楽しい子育てにつながる空間を地域
に創りだしています。12/2（日）には、長浦公民館で第 8回「子
育て応援メッセ」を開催します。

アート基金：子ども達に生の舞台芸術を届けるための基金　20 万円で小さな作品を作
品を観ることができます。
居場所づくり準備基金：子育て支援の核となるような常設の居場所をつくるための基金
　100 万円を目指しています！！

子育て支援の場をお手伝いしてくれるスタッフ

連絡先 〒 299-0263　袖ケ浦市奈良輪 39-5ウインドチャム 201
TEL 0438-63-2850　FAX 0438-63-2850
E-mail info@kodomoloop.com　http://kodomoloop.com

NPO法人お産子育て向上委員会

助産院の運営、お産相談、母乳育児サークル、おしゃべり会、
出産育児勉強会の開催、講演会やシンポジウム、市民と医療
関係者の交流会の開催、親子料理教室、子ども料理教室、妊
産婦向け料理教室の開催を通して、出産育児環境の改善、向
上に取り組み、子どもを産んで育てる事に喜びと幸せを感じられる
社会の実現を目指して活動しています。

無理なく母乳育児を楽しむためのアドバイスや Q&Aを盛り込んだ母乳育児ハンドブック
の作成費 15 万円

小型プロジェクター　1 台　妊産婦や育児支援者向けの母乳育児講座をより分かりや
すいものにすることができます。

連絡先 〒 260-0844　千葉市中央区千葉寺町 876-1-616
TEL/FAX 043-268-7872　E-mail info@osan-kojo.com
http://osan-kojo.com/

ちはら台福祉ネットワーク子育て部会

平成 22 年 7月より小学校の余裕教室を借用し、子育て中の親と
子どもが気軽に集い、井戸端会議的に、打ち解けた雰囲気の中
で、子どもを自由に遊ばせながら語り合い、相互に交流を図る場
『子育て支援　広場のびのび－すまいる－』を提供しています。ま
た、部会協力員（ボランティア）の方々が、子育てに関する相
談を受けたり、関連情報の提供などを行っています。

5 万円募集：子育て中の親を対象とした専門講師による講演会開催（講師謝礼として
使用します）したいと思います。
開催場所募集：学校の余裕教室借用は限界があります。継続運営できる場所（スペー
ス的には 100㎡程度）の募集または借用費用（月10 万円）

運営支援スタッフや幼児向けリトミックまたはイベントのできる個人・団体を募集

連絡先 〒 290-0142　市原市ちはら台南 6-43-8ちはら台福祉ネットワーク事務所
TEL/FAX 0436-52-3738

NPO法人たけのこ

地域の子どもたちを対象に毎日の活動として、学童クラブ「平岡
放課後児童クラブ」（袖ケ浦市指定管理者）の運営と子育て支
援事業として、「キッズたけのこ」を週 1回程度（火曜日）開い
ています。

子育て支援事業「キッズたけのこ」は当クラブ役員１名による活動。健康がすぐれな
いので、活動を休みがち、利用は停滞しています。人的な支援を希望します。

連絡先 〒 299-0211　袖ケ浦市野里 1436-82
TEL 0438-75-6252 　FAX 75-6259
E-mail takegaku@nifty.com    http://homepage3.nifty.com/takegaku/

ＲＩＮＮＡ

小児がんで子供を亡くした母で結成した私達RINNAはレモネー
ドスタンドを通して、小児がん患者が受けられるサポートを広める
と共にその収益を寄付する事で治療開発やサポート機関に協力し
ています。また子供たちの笑顔溢れるイベントを行っていきます。

1 回レモネードスタンドを開催する為に 3 〜 4 万円程経費が発生します。開催する場
所も募集中です。また、15 万円程で、病院に入院中の子供たちにクリスマスプレゼン
トができます。

連絡先 〒 299-0111 市原市姉崎 1944-3
TEL 080-5031-3955または 090-8477-6757  FAX 0436-63-0390
E-mail pekox1999@yahoo.co.jp   http://ameblo.jp/rinna830710/

NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティアーズ

小児がん患児や治療が終了した小児がん経験者・家族への支
援活動、また小児がんに対する社会の正しい理解を広めるための
啓発活動を行っています。これらの活動を通して、小児がん経験
者を取り巻く環境を少しでも快適なものにし、より良い将来につなげ
ることを目指しています。

50 万円　小児がんは慢性疾患の一つで、がんそのものが治癒しても治療の長期的な
影響が懸念される疾患です。そのために本人・家族は、仲間と不安を共感することが
できた入院中は、何とか乗り越えても、退院後、特に数年間は不安との毎日になります。
そこで、当法人は、その不安を少しでも軽減する目的でキャンプを計画、費用の一部を
当会で援助したいと考え、現地までの交通手段を貸し切りバスによる移動を考えました。
退院後でも、まだ免疫機能の回復が遅れている子どもたちの参加も可能にするためで
す。

連絡先 〒 261-0001　千葉市美浜区真砂 2-15-2-124
TEL 043-278-9036　E-mail mccf@millefeuille.or.jp
http://www.millefeuille.or.jp/

NPO法人キッズパレット

保護者設立の学童保育所（2か所）の運営をお手伝いしていま
す。子どもたちが、自然や芸術・文化に触れながら、地域の中で
見守る大人や仲間とともに、楽しむ・やり遂げる・感動する等の感
情を味わい、心身ともに豊かに育つ場を目指しています。そのため
に、保護者、指導員、キッズパレットがそれぞれに「私たちに何
ができるか」を考え、実行する集団でありたいと思います。

20 万円　高校生が主体となり、子ども・大人で作る「こども祭り」を企画したい。「か
つての自分」と「この先の自分」が繋がって見えたら、優しさと希望に満ちた地域にな
るのではないか。「ひとが自分の持てる力を出し合って生きる楽しさ」を若い時にこそ味
わってほしい。そんなきっかけを作ってみたいと思います。

連絡先 〒 299-0262　袖ケ浦市坂戸市場 1392-1
TEL/FAX 0438-53-7527　E-mail kizzuparetto@zc.wacwac.com

ぐるぐる京葉とは
市原市、千葉市、袖ケ浦市で「暮らしやすい豊かな地域にしたい」と思う市民、企業、
地域づくり団体が互いにできることをつなげて、よりよい地域にするための資源循環の
仕組みです。平成 23 年度、24 年度の２ヶ年は、千葉県「民が民を支える仕組
み構築モデル事業」として、事業を行っています。

発行：ぐるぐる京葉運営協議会
運営事務局：特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ　〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　お問合せ：TEL 043-303-1688　FAX 043-303-1689　E-mail npo-club@par.odn.ne.jp
協力：市原市、袖ケ浦市、千葉市、千葉県　・詳細は WEB で「ぐるぐる京葉」　http://guruguru-ky.com

知って、見て、応援してOur Smile Vol.1
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直接団体に連絡してください。

次号（11月発行予定）は、福祉分野の団体の情報を掲載予定です。掲載希望の団体の方は、お問い合わせください。


