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　「つながろう！千葉」　～地域ネットワークを楽しむ交流会～

　　いよいよ 3 月 11 日（日）、「つながろう！千葉」交流会の開催です！

　　企業、団体、サークル、学校、個人、家族どなたでも大歓迎です。

　参加申し込みは、自然食レストラン「四季こよみ」TEL043-238-1371

　又は mihorin 企画　mail@mihorin.com まで。

　スピーチ：千葉西警察署（巡査部長）、千葉市中央消防署（副署長）、千葉

　障害者就労支援キャリアセンター（センター長）、千葉大学大学院生（福

　島県出身）、障がい者代表（稲毛区在住）

　　プログラムは P4 に掲載。

　京都　渉成園（枳殻邸庭園）

春よこい
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第 2 回　素敵な人シリーズ

　●自然食レストラン「四季こよみ」　～料理のこころ～

　遠山さんが「料理の道」に進むきっかけとなったのは、父親の「料理の世

界で手に職を！」という言葉だった。（氏は、4 人兄弟の三男。）修業を始め

た当初は、　楽しい事ばかりではなかったかも知れないが、いつの間にか若

くして料理長へと頭角を表し、今では「食と農業」（自然食レストラン経営、

ユニバーサル農業）はご自身の生涯のテーマであり、日本人として “ 和の心 ”

を大切にしている「温かい料理職人」だ。

　季節ごとの旬の食材、おもてなしの作法など次の世代に伝えたいことは山

ほどある。現在も食の安全と環境について楽しみながら学んでいる。

　そして二男を通して実感した「障害者就労支援」の大切さ。

食、農業、障害者支援というライフワークは、ご自身も生き甲斐であり、地

域にとって遠山さんは重要な存在でもある。

　●障がい者就労支援　～社会で弱い立場の人への雇用支援～
　先に述べたように、遠山さんにとって大切にしている活動がある。

それは障がい者就労支援である。　

　障がい者就労支援とは、障がい者の一般企業への就業をすすめるための施

設だ。県と千葉市の委託を受けて、平成 16 年に NPO 法人ワークス未来千葉 ,

千葉障害者就業支援キャリアセンター（千葉市美浜区新港 43 番地　TEL　

043-204-2385）がオープンした。　

　遠山さんは、このセンターの理事長でもある。

　カリキュラムとしては以下の内容。

   • 軽作業（封入・シール・ケース詰め 等）• メール便の仕分け・集配作業

   • 各種アセスメント • ソーシャルスキルトレーニング • 就職準備としての

     自己理解への取り組み • 清掃・緑地管理 等 • 職場見学 • 企業実習

   • 就職準備支援（履歴書作成・面接練習）

　就職後に毎月開催される「四季こよみ」での

交流会（食事会）は、たくさんの笑顔でいっぱいになる。

自然食レストラン「四季こよみ」代表　遠山　勇さん　

　有限会社 E-an bai　代表取締役　無農薬野菜レストラン「四季こよみ」代表

昭和 23 年 12 月 11 日生まれの 63 歳。千葉市若葉区在住。

　遠山さんは、昭和 54 年 4 月　京都下鴨茶寮新宿店　料理長就任後、平成 1 年 2 月「幕

張プリンスホテル」　和食料理長を経て、平成 17 年 5 月　食のコーディネート会社 E-an 

bai 設立、自然食レストラン「四季こよみ」の代表に就任。

　尚、その他、ライフワークとして千葉障害者就労支援キャリアセンター・ワークス未来千

葉の理事長、「ちばエコ農業」推進委員会　委員、千葉食育ボランティア（登録講師）、東京

駒込香川調理師専門学校　非常勤講師と、多岐に渡り活動されています。

　特に「食と農業」へのこだわり、「障害者就労支援」については思い入れが強く、ライフワー

クの中心となっていると明るく話す遠山さん。

JR 稲毛駅
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PAT 稲毛
２F「四季こよみ」

国道 14 号東京 千葉

マツモトキヨシ

稲毛海岸駅

パーキング入口

ランチ（バイキング）

大人 1,300 円

　　　「四季こよみ」

〒 261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸 2 丁目 3-10 

PAT 稲毛 PLAZA 　A3 号館２F        TEL　043-238-1371

　　　　　　四季こよみ　　　

千葉障害者就業支援キャリアセンター

センター長の

藤尾健二さん

　遠山さんは障害者を特別扱いせず、身だしなみ

や作法など身に着けさせ、一人前に育てて、今後

も更に社会人としてたくさんの人を就労させて行

きたいと意欲に燃えている。

←交流会の食事を楽しむ

　卒業生たち　2 月 24 日

http://www.shikikoyomi.com/index_PC.htm
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　岩井 直路 氏が高齢化に備え千葉緩和医療学会設立！

「ケーク・サレ」のお店

Community space 　ぽぽっと　「歩々人」が汐見丘に

3 月 20 日（火）11:30 ～オープン！

　ぽぽっとは、日本ではまだ珍しい

ケーク・サレや美味しいブレッド、

挽きたてのコーヒーなどを提供する

自立支援、就労支援カフェです！

「アトリエ 5」さんのカフェスペー

スをお借りして営業します。

営業時間

毎週火曜日 11:30~17:00

千葉市中央区汐見丘 15-9　

アトリエ 5（西千葉駅より徒歩 5 分）

TEL・FAX　043-302-4833

お問合わせ　

引きこもり自立支援スペース

「木の間エコー」　

世話人　森早苗

TEL 043--243-2455

（木・金・土の午後）

千葉公園の「カフェ・ハーモニー」
http://cafe_harmony.chikuri.info/

千葉駅徒歩５分

千葉モノレール　千葉公園駅徒歩２分

千葉県千葉市中央区弁天 3 丁目１番地

TEL　080-4467-2525

営業時間

定休日 : 毎週月曜日・火曜日

営業時間 : 9:30 ～ 16:30

代表　平林　計重

「障害者の就労を支援する会」が運営

「千葉ボートハウスレストラン　カフェ・ハーモニー」

　　岩井病院長は、設立にあたって「在宅緩和ケア、多職

種連携、高齢者の著しい増加、地域による格差など千葉県

において大きな問題・課題があり、本学会が大きな幹、しっ

かりした足場を築き、一人でも多くの医療・ケア関係者が ”

心ある ” 緩和ケアを実践し、がん等の治療困難な疾患にお

ける人々の Quality　of Life の向上、緩和ケアの均てん化

に貢献できるようにしたい」と考えを述べている。

　　

 　松戸市立福祉医療センター　東松戸病院院長の岩井直路氏らが一般社団法人「千葉緩和医療学会」

を設立、千葉県の緩和医療の第一歩を踏み出すことになった。

　2012 年 2 月 18 日（土）、第 1 回千葉県緩和医療学会学術大会が千葉県松戸市「松戸ニッセイエデ

ンの園」( 大ホール ) で開催された。

　尚、県内の 65 歳以上の高齢者の人口は、団塊の世代が高齢

期を迎えるのに伴い 2005 年から 15 年までの増加率が 50％

に上り、30 年後の 45 年には高齢者人口は 200 万人に達する

見込み。増加率は全国２位のスピードで進み、「緩和ケア」な

どの対策が急務になっている。

【千葉緩和医療学会サイト】

https://sites.google.com/site/chibakanwairyo/

 ここでは、多くの子どもたちが働く練習をし、それをスタッ

フ一同で力を合わせて支えています。ここでの体験を通して、

社会に巣立っていく力を身につけてくれることを願い、日々の

営業を行っておりますので是非一度ご来店いただければ幸いで

す。 　　平林　

振り込め詐欺にご注意！
オレオレ詐欺　最近の手口

●現金を直接受け取りにいく手口

「友達からお金を借りて返さなくてはならない。友達が

取りに行くのでお金を渡してほしい。」などと電話をか

けた後、現金を直接受け取りにいく。

●警察官を名乗る犯人が「事件で逮捕した犯人があなた

名義の口座を持っていた。」などと嘘を言い、その後、

銀行協会等を名乗る者が被害者宅を訪れ、キャッシュ

カードや通帳をだまし取る。

被害防止のキーワード

• 息子の会社や学校に電話をして、本人に確認する。

•「電話番号が変わった。」と言われたら、今までの電話番号に

　かけて確認する。

•「風邪をひいて声が変った。」は要注意。

• 相手に、家族しか知らないことを問いかけ、答えさせる。

• 疑問に思ったら、家族や警察に相談する。

　県警相談サポートコーナー

　電話　043-227-9110（短縮ダイヤル #9110）

　（8 時 30 分～ 17 時 15 分）

　又は、最寄りの警察署で受け付けています。



　

                                                                                               

　　　　　　　　mihorin 企画　

　代表　松山美穂子

　概要　＊ mihorin 新聞発行（地域情報誌）月刊

　　　　＊千葉市内でのイベント企画（セミナー）

　　　　＊校正受注

　　　　＊チラシ・ポスター作成

　　　　＊広告掲載（求人含む）

　　　　＊ HP 制作　

　TEL　090-8013-7966

　mail   mail@mihorin.com　　

　URL  http://mihorin.com

４

　　校正については以下の通り

　　●価格　1 ページ　￥2,000

　　●内容　赤字つき合わせ、体裁の統一、入力

　　●納期、分量など応相談

　　　

　　参加団体名　（2012 年 2 月 29 日現在）

　・千葉県警千葉西警察             ・千葉市中央消防署　

　・NPO　ワークス未来千葉　

　　～障害者就労支援キャリアセンター～

　・千葉大学大学院　人文社会科学研究科

　・千葉市養護教育センター　　・ジブラルタ生命 ( 株 )

　・木のまエコー　～引きこもり自立支援スペース

　 ・Heart　to　Heart　         ・アジアンダイニング「TaLoBa」

　・社会福祉法人オリーブの樹　

　　お問い合わせは
　　　「四季こよみ」TEL　043-238-1371

　壁の穴（イタリアン）
〒 260-0044

千葉市中央区松波 2 丁目 19-5　

TEL　043-252-1811 

woodhouse-cafe（地ビール）

〒 260-0044  

千葉市中央区松波１丁目 14-1

TEL　043-308-9181

　TaLoBa（アジアン）

〒２60-0015

千葉市中央区富士見 2-15-9　A&F ビル６　

TEL　043-201-1955

　【マッサマンカレー】

世界美食ランキング

第１位に輝いたカレー

です。全く辛くなくマイ

ルドな仕上がりで、女性

に大人気のカレーです。

840 円

　　　　　【ソムタム】

（青パパイヤのピリ辛サラダ）

青パパイヤが凄い☆消化酵素

が非常に多く、肥満防止やデ

トックス効果大！食べて痩

せるソムタム！ぜひどうぞ。

788 円

mihorin 新聞は、下記のお店でお求めください。

3 月より「復興支援メニュー」

スタート！

南三陸♡西千葉福幸丸（復興支援）

プロジェクト

＊タコとわかめのパスタ

＊タコとわかめのサラダ

　　　毎週木曜日は

　　　サービスデー

　　　パスタが 500 円！

　2 月よりランチ再開しました！

メニューは

Today's Happy Lunch 

デリ・プレート / ラタトゥーユ・

人参サラダ・豚バラ肉のバルサミ

コソース・アンチョビポテト・バ

ケット　パスタ / みず菜とじゃこ

のペペロンチーノ・懐かしいナポ

リタン 

「つながろう！千葉」　いよいよ 3 月 11 日（日）11:30 ～　開催！　ＰＡＴ稲毛　自然食レストラン「四季こよみ」

プログラム

11:30~　オープニング　( 歌 )、参加団体の紹介

12:00~　ランチバイキング　交流会（インタビュー）

12:45~　震災から一年　復興支援スピーチ

　　　　（ＢＧＭ）

　　　　（写真コンテスト投票）

13:45~　音楽（ピアノ＆ヴァイオリン演奏）

　　　　スピーチ

　　　　写真コンテスト入賞者発表、抽選、黙祷

15:00　　閉会　（＊プログラムは変更の可能性があります）

　

　mihorin 新 聞 は「 み ん な が 気 軽 に 集 ま る

Cafe」のような内容にして行きたいと思います。

　次号 17 号より「千葉市シリーズ」を掲載し、

益々バージョンアップ！

（千葉市役所、消防、警察など）

お楽しみに！

　　　　　　　　　　　　　　　松山

mihorin’ sCafe 


