社会貢献事業
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事務局 〒

千葉市中央区中央4-14-10
（千葉日報社 クロスメディア局内）

趣

旨

現代は、地域社会で果たすべき責任が個人のみならず「企業・団体」にも強く求められる
時代です。そこで、私たちは「参画と協働」のコンセプトをもち、コミュニティー育成、文化の
振興、さらには地域社会づくりなどの事業を支援していくために、千葉日報社・千葉テレビ
放送・ベイエフエム・千葉県遊技業協同組合が協力して、
「夢まるふぁんど委員会」を設立、
平成17年7月より社会貢献事業「夢まるふぁんど」がスター卜いたしました。
この「夢まるふぁんど」基金は、ホールのお客様の善意をサポートし、遊技時に出るこぼれ
玉などを積立てていきます。この基金を文化（国際）支援事業・福祉支援事業・地域振興事
業の3つを柱にして「夢まるふぁんど委員会」から県内のボランティアや地域おこしの団体、
さらには文化財保護・国際交流などの文化活動の支援金として毎年拠出していこうとするも
のです。
すでに県内の伝統的な民俗芸能や民俗技術、歴史文化の保存伝承事業を行っている
団体、及び国際交流を目的として活動している団体への支援をはじめとして次代を担う子ど
もたちの健やかな育成を願い、県内児童福祉施設やそれに準ずるボランティア団体、小児専
門医療機関の千葉県こども病院への支援金寄贈、県内市町村には、多発する事件・事故の
抑止のために防犯パトロールカーの贈呈を行うなど様々な活動を推進しております。
事業内容や寄贈先の組織・団体については、今後も「夢まるふぁんど委員会」において
公正・公明に選考し、決定していきます。
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共助の精神を胸に継続的な活動を

善意の輪を広げて更なる支援を

更なる善意の輪の広がりに期待

一致団結し社会貢献活動に邁進

夢まるふぁんど委員会 委員長
株式会社 千葉日報社 代表取締役社長

夢まるふぁんど委員会 副委員長
千葉テレビ放送株式会社 代表取締役社長

夢まるふぁんど委員会 副委員長
株式会社ベイエフエム 代表取締役社長

夢まるふぁんど委員会 副委員長
千葉県遊技業協同組合理事長

大 澤

克 之 助

千葉県遊技業協同組合と千葉テレビ放送、ベイエフ

篠 塚

泉

千葉県遊技業協同組合と千葉日報社、ベイエフエム、

久 保

健

平成17年7月、千葉県遊技業協同組合と県内メディ

星 山

聖 達

昨年6月、
田中幸也前副委員長から引き継ぎ、
就任いたしました

エム、千葉日報社の県内メディア3社で運営している「夢

千葉テレビ放送の千葉県内メディア3社で推進している

ア3社により「夢まるふぁんど」がスタート致しました。

千葉県遊技業協同組合理事長の星山でございます。県内マスメ

まるふぁんど委員会」は、パチンコ・スロット店内の

「夢まるふぁんど」事業は、平成17年7月のスタート以来、

この事業はパチンコ・パチスロ店でのこぼれ玉やコ

ディア3社とともに社会貢献活動を推進していくこととなりました。

こぼれ玉やコインで基金を積み立て、
「文化」
「福祉」
「地

関係諸団体の皆様のご支援により年々活動を充実させ

インなどを積立し、これを文化（国際）事業・福祉支

「夢まるふぁんど委員会」
は、
県内の組合加盟ホールと日頃ご来

域振興」の3本柱で社会貢献活動を行っております。こ

るとともに、多くの方々に認知され、17年目を迎える

援事業・地域振興事業の3つの柱へ1年に亘り、各団体・

店いただいておりますお客様をはじめ、
多くの県民の皆様方の深

うした活動も、平成17年7月の設立以来、約17年の年月

ことが出来ました。

地域への支援金として貢献していくものです。

いご理解とご協力により、
17年の歳月を迎えることができました。

を経て、広く認知され、数多くの実績を残すことがで

「夢まるふぁんど」事業の具体的な支援内容は、
「文化」

防犯パトロールカーの寄贈や県内児童施設・ボラン

「夢まるふぁんど」の事業は、広く社会貢献として、次代を担う

きました。これもひとえに、加盟店のホールさま、そ

「福 祉」「地 域 振 興」の3事 業 を 柱 と し て お り、「文 化」

ティア団体への支援、そして県内の有形・無形文化財

子ども達の健やかな成長を願う団体や県内の福祉施設への支

してご遊戯されるお客さま、さらには「夢まるふぁんど」

の面では県内で育まれた民俗芸能・技術の伝承と保存

の保存への支援など、既に多くの実績を残し、おかげ

援、県内各地で長年受け継がれている文化・芸能や国際事業へ

に温かいご理解とご協力を賜る県民の皆さまのおかげ

活動を応援、また「福祉」については、児童福祉施設、

さまで高い評価もいただいております。

の支援、そして県民の方々が安全で安心して暮らせる地域社会

と深く感謝申し上げます。

医療施設、ボランティア団体などを支援し、
「地域振興」

「夢まるふぁんど」では、「文化（国際）事業」とし
て県内で育まれた民俗芸能・技術を保存、伝承してい

この事業は、千葉日報社・千葉テレビ放送・ベイエ

に関しては、千葉県各市町村の防犯活動を促進するた

フエムの県内メディア3社が、これまで幅広い社会貢

め、防犯パトロールカーを贈呈して参りました。

献活動を推進されてきた、千葉県遊技業協同組合役員

しております。
防犯パトロールカーは、毎年5台を各自治体に寄贈し、平成29

る団体や国際交流を行う団体への支援、「福祉事業」と

本事業は、ホールでのこぼれ玉やコインなどを積み立

して児童福祉や医療施設・団体への活動の援助、
「地域

ててその資金とするものであり、近年コロナウイルス禍

振興事業」として県内市町村へ防犯パトロールカーを

による影響により、遊技業事業も厳しい状況となってお

夢まるふぁんど事業はお客様の善意と協力、パチン

が被害に遭う「電話de詐欺」の発生が後を絶たない現状にあ

寄贈しております。

ります。しかしながら、そのような中でもこの事業に参

コ・パチスロ店のサポート、千葉県遊技業協同組合の

り、各自治体から防犯パトロールカーの寄贈要望が多く寄せら

私たち「夢まるふぁんど委員会」は、設立以来変わ

加されている加盟店の皆様、楽しまれているお客様の善

リーダーシップという三位一体で成り立つものです。

れております。

ることなく 共助の精神 を胸に、地域に根ざした継続

意と努力が集まってここに実現し、今後も本事業の成長

今後さらに力を合わせ、大きな善意の輪として成長し

的な活動を展開していきたいと考えています。そして

と発展を続けているものと確信しております。

ていくことを願って止みません。

先人たちが共に助け合いながら幾多の困難や危機を克

私ども千葉テレビ放送としましても、放送を通じて

服し、未来を築いてきたように、夢まるふぁんども、

の皆さまの熱意と構想に賛同し、協働したものであり

実現のための防犯パトロールカー寄贈事業の3本柱を基に推進

ます。

年には、県内の全市区町村への寄贈が完了いたしました。
しかし、多くの県民が不安を感じる身近な犯罪、特に高齢者

そこで、引き続き、2台目となる防犯パトロールカーの寄贈を
行っているところです。

私共ベイエフエムもラジオ放送を通して、この事業

「電話de詐欺」被害の未然防止対策として千葉県警察本部と

この事業をさらに多くの県民の皆様に知っていただき、

について広く告知し、皆さまのご協力とご支援を仰い

連携し、県内メディア3社が協力して年間を通じて広報啓発活動

県民の皆さま方と心を一つにし、誰もが手と手を取り

この善意の輪を広げて、更なる支援をしていきたいと

で参りたいと考えております。

を展開しております。

合い寄り添っていける暮らしやすい社会づくりを目指

考えております。

して、前進してまいります。
今後も、皆さまのよりいっそうのご理解、ご支援と
ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今後も行政及び関係諸団体、皆様のご協力をいただ
きながら、地域に根ざした活動に取り組んでまいりま
すので、よろしくお願い申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

この17年間、私共の支援活動に対して諸官庁、県警本部、県
教育委員会そして関係機関と参加ホールの皆様の多大なるご
支援ご協力に厚くお礼申し上げます。
千葉県遊技業協同組合は、多くのファンの皆様から大衆娯楽
として信頼され、親しまれる遊技の場を提供してまいります。
これからも、組合加盟店が一致団結して「夢まるふぁんど事
業」を通じて社会貢献に邁進していく所存でございます。更なる
ご理解ご協力とご愛顧をお願い申し上げます。
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「夢まるふぁんど事業」は、
県内パチンコ・パチスロ店のお客様の善意による寄金をも
とに、地域社会との「協働」という理念に基づき、千葉日報社・千葉テレビ放送・ベイ
エフエム・千葉県遊技業協同組合の四団体で運営されています。委員会組織は、四
団体によるメンバー（下記組織図参照）で構成され、審査、決定を公正、公明に行っ
ていきます。

支援事業は3つの目的を設定して展開します。基金を積立てる期間を1年で3回に
わけ、
ホールのお客様の善意による寄金で運営されます。それぞれの支援基金の内
容は以下のとおりです。

（1）文化（国際）事業
県内の伝統的な民俗芸能や民俗技術、
歴史文化の保存伝承事業を行っている
団体及び国際交流を目的として活動している団体への支援活動を行います。
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ベ イ エ フ エ ム 社 長
千葉 県 遊 技 業 協同組合 理 事長
千 葉 日 報 社 ク ロ ス メ ディア 局 長
千 葉 テレビ 放 送 取 締 役 営 業 本 部 長
ベイエフエ ム 取 締 役 営 業 局 長
千葉県遊技業協同組合専務理事

大 澤
篠 塚
久 保
星 山
早乙女
神 谷
鳥 海
峯 島

克之助
泉
健
聖 達
謙司郎
和 幸
浩 幸
弘 幸

（2）福祉事業
福祉の理念は、本来ボランティア精神に根ざしたもので、人間に対する
「優し
さ」がその根本にあります。
福祉ボランティアや福祉施設、地域振興など社会福祉活動を行っている団体・
組織などを対象に支援活動を行います。

（3）地域振興事業
県内各地域で行われている防犯活動の支援を目的に「ちばふるさと振興
サポート事業」として県内市町村を対象に防犯パトロールカーを寄贈 安全で
安心なまちづくり を推進します。

支援市町村
選
考
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地域振興事業

地域振興事業

ごあいさつ

県内市（区）町村へ防犯パトロールカーを寄贈

夢まるふぁんど委員会におかれましては、平成18年から16年間の永きにわ
たり、県内の全ての市区町村に対して、合計80台もの「防犯パトロールカー」
を寄贈していただいており、貴委員会が「安全で安心なまちづくり」の推進
に多大な貢献をされていることに敬意を表しますとともに、治安を守る警察

県内各地域で行われている防犯活動の支援を目的に「ちばふるさと振興サポート事業」として平成18年から 防犯パ

として深く感謝申し上げる次第です。

トロールカー を毎年５台、千葉市6区を含む県内60市区町村へ寄贈を続け平成29年までに全市区町村の寄贈が完了し

青色回転灯防犯パトロールカーは、犯罪の増加が社会問題化した平成14年

ました。同事業は寄贈要望が多く寄せられ平成30年から継続事業として実施、令和3年は流山市、山武市、いすみ市、神

以降、地域の自主防犯活動を促進するために取り入れられ、以来、地域の安

崎町、長生村の5市町村に寄贈し現在80台が稼働しています。

全・安心を守るアイテムとして欠かせないものになりました。こうした中、
皆様から寄贈していただいた防犯パトロールカーは各市町村で活躍し、犯罪

ごあいさつ

の抑止と地域住民の安心感の醸成に大きく貢献していただいております。
千葉県内の治安情勢は、認知件数こそ減少傾向にあるものの、個々の事件

今年度は、「夢まるふぁんど委員会」から５市町村に対し、防犯パトロー

千葉県警察本部長

ルカーを寄贈いただきました。

田中

平成18年度から「夢まるふぁんど委員会」の「ちばふるさと振興サポート

俊恵

事業」として行われている県内市町村への防犯パトロールカーの寄贈は、今

展開させていただいていることに対しましても重ねて感謝申し上げます。

本県の刑法犯認知件数は、県民や関係団体をはじめ、市町村、県警、県の

千葉県警察といたしましては、県をはじめとした各自治体、更に関係団体

一致団結した取組により、平成14年をピークに18年連続で減少しているとこ

の皆様と一層の連携を図り、県民の安全と安心を守ってまいりますので、今

ろであり、これには、「夢まるふぁんど委員会」から寄贈いただいた防犯パ

後とも一層の御支援・御協力をお願いいたします。

トロールカーも大いに寄与しているものと考えております。

俊人

これらの犯罪の予防のため、千葉県警察では広く県民に被害防止の広報啓
新聞を通じて、電話de詐欺や自動車盗の被害防止に関する広報啓発活動を

謝申し上げます。

熊谷

高級車等が被害に遭う自動車盗などの犯罪が高い水準で発生しております。
発を行っているところですが、貴委員会の御協力により、テレビやラジオ、

年度で80台となり、関係者の皆様の長期にわたる多大な御支援に、心から感

千葉県知事

を見れば、女性や子供が被害者となる事件や、お年寄りを狙う電話de詐欺、

県といたしましては、今後も安全安心な社会の実現を目指してまいります

謝

辞

ので、「夢まるふぁんど委員会」の皆様におかれましても、引き続き御理解、

夢まる防犯パトロールカー寄贈式にあたり、5市町村を代表いたしまして、

御協力を賜りますようお願いいたします。

御礼の御挨拶を申し上げます。
夢まるふぁんど委員会の皆様及び関係者の皆様には、日頃から、次世代を
担う子どもたちの育成への支援をはじめ、幅広い社会貢献活動を展開され、
地域の発展に御尽力を賜っておりますことに、衷心より敬意と感謝を申し上
げます。
また、この度、夢まるふぁんど・ちばふるさと振興サポート事業において、
流山市・山武市・いすみ市・神崎町・長生村の5市町村に、防犯パトロール
カーの寄贈をいただきましたことに、重ねて厚く御礼申し上げます。
さて、刑法犯の認知件数は減少傾向にあるものの、様々な犯罪が発生して
いる中、安全で安心なまちづくりは、いずれの自治体でも最も重要な課題の
流山市長

井崎

義治

ひとつであり、すべての住民の願いでもあります。
寄贈していただきました防犯パトロールカーは、住民の間に安心感を与え
るだけでなく、防犯意識の向上に寄与すると共に、犯罪抑止効果も高いと考
えられています。
私ども5市町村は、この防犯パトロールカーを地域での犯罪防止のために
効果的に活用させていただくことを、ここに固く御約束いたします。

令和3年11月5日 県庁羽衣公園で行われた「防犯パトロールカー」寄贈式
6
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地域振興事業

令和３年

防犯パトロールカー寄贈式
来賓ごあいさつ

千葉県知事

熊谷俊人氏

県警察本部生活安全部

謝辞を述べる井崎義治流山市長

謝辞状を受ける夢まるふぁんど副委員長・
篠塚泉千葉テレビ放送社長（左）

（開会あいさつ）
県遊技業協同組合 金成基社会貢献委員長

（閉会あいさつ）
県遊技業協同組合 月城孝一社会貢献担当副理事長

中村弘参事官

主催者あいさつ

夢まるふぁんど委員会委員長
千葉日報社社長 大澤克之助

夢まるふぁんど委員会副委員長
千葉県遊技業協同組合理事長 星山聖達

平成１８年〜令和３年までの防犯パトロールカー寄贈先市区町村
平成 18 年度（第１回）
鴨川市 ・ 東金市 ・ 四街道市・東庄町・長生村
平成 19 年度（第２回）
山武市・習志野市・松戸市・茂原市・印旛村（現・印西市）
平成 20 年度（第３回）
君津市・富里市・鋸南町・九十九里町・神崎町
平成 21 年度（第４回）

平成 26 年度（第９回）
千葉市（緑区）・船橋市・柏市・南房総市・睦沢町
平成 27 年度（第 10 回）
千葉市（花見川区）・成田市・八街市・白子町・大多喜町
平成 28 年度（第 11 回）
千葉市（若葉区）・八千代市・鎌ケ谷市・野田市・一宮町
平成 29 年度（第 12 回）

流山市・我孫子市・いすみ市・大網白里市・本埜村（現・印西市） 市原市・袖ケ浦市・市川市・浦安市・芝山町
平成 22 年度（第５回）
銚子市・香取市・御宿町・多古町・横芝光町
平成 23 年度（第６回）
千葉市（稲毛区）・佐倉市・勝浦市・匝瑳市・長柄町
平成 24 年度（第７回）
千葉市（中央区）・木更津市・白井市・酒々井町・栄町
平成 25 年度（第８回）

５市町村へ 防犯パトロールカー レプリカキーの寄贈
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千葉市（美浜区）・館山市・旭市・富津市・長南町

平成 30 年度（第 13 回）
茂原市・君津市・四街道市・東金市・酒々井町
令和元年（31 年度第 14 回）
市川市・木更津市・富里市・栄町・東庄町
令和２年（第 15 回）
習志野市・船橋市・印西市・鴨川市・鋸南町
令和３年（第 16 回）
流山市・山武市・いすみ市・神崎町・長生村
9

福祉支援事業

福祉支援事業
千葉 県こども病院・県内児童福祉 施設
ボランティア団体へ総額302万円の支援

夢まるふぁんどは未来を担う
子どもたちを応援します！

「夢まるふぁんど委員会」は児童福祉に貢
献する県内の11団体に運営支援金として総額
3 02万円を寄贈しました。今回の寄金は同委
員会が福祉支援事業として毎年次代を担う子
どもたちの健やかな育成を願い難病の子ども
の診療にあたる千葉県こども病院ほか県内児
童福祉施設やボランティア団体などを対象に
実施しているもので今回で16年が経過しまし

千葉県こども病院（千葉市）

た。浄財は組合加盟パチンコ・スロットホール
のこぼれ玉などを基金に活用したものです。

令和3年6月15日【千葉県こども病院】
星岡明病院長に支援金を贈呈する千葉県遊技業協同組合・星山聖達理事長
（右から２人目）と千葉市南遊技場組合・佐藤公宣組合長（右）

天才保育ランドにこにこサンズ（長生村）

乳児院エンジェルホーム（千葉市）

令和3年6月22日【こんぶくろ池自然博物公園】

令和3年6月22日【乳児院エンジェルホーム】

福永智佳子代表に支援金を贈呈する柏遊技場組合の岡野盛一
組合長（右）

古里美夏施設長に支援金を贈呈する千葉市北遊技場組合の
池上孝之組合長（右）

児童養護施設「びっき」
（袖ケ浦市）

君津まちなか子ども食堂（君津市）

令和3年6月15日
【天才保育ランドにこにこサンズ千葉支部】

令和3年6月15日【ファミリーなかよしこよし】

令和3年6月23日【児童養護施設びっき】

令和3年6月23日【北子安自治会館】

細矢益通理事長に支援金を贈呈する千葉市南遊技場組合の
佐藤公宣組合長（右）

元 吉 信 之 理 事 に 支 援 金を贈 呈するいすみ 遊 技 場 組 合 の
小高和彦組合長（左）

井上 隼 施 設 長 に 支 援 金を贈 呈する県 遊 技 業 協 同 組 合 の
月城孝一社会貢献担当副理事長（左）

井上美代子代表に支援金を贈呈する君津・富津遊技場組合の
佐藤慶一朗組合長（左）

放課後等デイサービスきぼう（匝瑳市）

児童養護施設おんちょう園（船橋市）

フードバンクふなばし（船橋市）

ちば地域生活支援舎

鴇嶺の家（東金市）

令和3年6月16日【ちば地域生活支援舎

鴇嶺の家】

齊藤 操 総合施設長に支 援 金を贈呈する東金 遊 技場 組合の
佐藤光男組合長（左）
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一般社団法人ファミリー（いすみ市）

柏の葉しぜんあそびの会（柏市）

令和3年6月16日【放課後等デイサービスきぼう】

令和3年6月24日【児童養護施設おんちょう園】

令和3年6月24日【フードバンクふなばし】

石田雅章総括施設長に支援金を贈呈する匝瑳遊技場組合の
越川英二組合長（左）

飯島和男理事長に支 援 金を贈呈する船橋東 遊 技場 組合の
江崎大治郎組合長（左）

笹田明子代表に支 援 金を贈呈する船橋 遊 技 場防犯 組合の
織田信幸組合長（左から2人目）と松本圭司事務局長（左）
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福祉支援事業

福 祉 支 援 夢まる報 告

福祉支援事業（ちばボランティアアシスト）寄贈先一覧
千葉県こども病院
（医療一式）
（千葉市緑区）
平成17年度寄贈先
千葉県こども病院（医療一式）
（千葉市緑区）

児童ディセンターこすもす（館山市）
千葉県こども病院（千葉市緑区）

平成18年度寄贈先
千葉県こども病院（医療一式）
（千葉市緑区）

平成23年度寄贈先
東海学園（旭市）
ＦＡＨこすもす（木更津市）
市川市立母子支援施設曽谷寮（市川市）
晴香園（松戸市）
チルドレンスパラダイス子山ホーム（いすみ市）
国府台母子ホーム（市川市）
ふれあいネットまつど（松戸市）
とらこのキッズ（船橋市）
八千代市手をつなぐ親の会（八千代市）
多機能型事業所ビーアンビシャス（成田市）
キャンディボックス（習志野市）
千葉県こども病院（千葉市緑区）

平成19年度寄贈先
富浦学園（館山市）
香取学園松葉寮（香取市）
小山ホーム（いすみ市）
ひかりの子学園（館山市）
東海学園（旭市）
晴香園（松戸市）
ほうゆうキッズホーム（千葉市花見川区）
市川市立母子支援施設曽谷寮（市川市）
国府台母子ホーム（市川市）
船橋市夏見母子ホーム（船橋市）
FAHコスモス（木更津市）
千葉県こども病院（遊具・図書等）
（千葉市緑区）
平成20年度寄贈先
夏見母子ホーム（船橋市）
市川市立母子支援施設曽谷寮（市川市）
市川市こども館（市川市）
おもちゃ図書館 かるがも（市原市）
どんぐりの会（船橋市）
くちなし（千葉市）
ふたば保育園（旭市）
スマイル銚子（銚子市）
道草の家（千葉市）
船橋ラッコちゃんクラブ（船橋市）
一宮学園（一宮町）
とらの子会（船橋市）
まんぼう（船橋市）
千葉県こども病院（アームチェア等）
（千葉市緑区）
平成21年度寄贈先
東海学園（旭市）
FAHこすもす（木更津市）
香取学園松葉寮（東庄町）
不二学園（成田市）
野の花の家（木更津市）
千葉県社会・児童福祉施設協議会
母子生活支援施設部会（市川市）
子ども劇場千葉県センター（千葉市中央区）
すずらんの会（我孫子市）
子育てネットワークゆっくっく（野田市）
さくら・ひろがりの会（千葉市若葉区）
キャンディボックス（習志野市）
とらの子キッズ（船橋市）
ふなばし朗読の会まつむし（船橋市）
フォレストサウンド（千葉市稲毛区）
千葉県こども病院（千葉市緑区）
平成22年度寄贈先
房総双葉学園（千葉市稲毛区）
千葉県母子生活支援施設部会
（船橋市）
（船橋市夏見母子ホーム）
望みの門 かずさの里（富津市）
FAHこすもす（木更津市）
チルドレンスパラダイス子山ホーム（いすみ市）
望みの門 方舟乳児園（富津市）
子ども劇場千葉県センター（千葉市中央区）
クオリティ・オブ・ライフよつば（印西市）
ふる里学舎（市原市）
エンゼルランプ（千葉市中央区）
サンアビバドの会（千葉市稲毛区）
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平成24年度寄贈先
千葉県母子生活支援施設部会
（夏見母子ホーム）
（船橋市）
なかよし広場（鴨川市）
子育てネットワークゆっくっく（野田市）
のぞみ牧場学園（木更津市）
こども発達支援センターそらいろ（御宿町）
つくばね会（我孫子市）
たからばこ（南房総市）
千葉県こども病院（千葉市緑区）
平成25年度寄贈先
千葉県母子生活支援施設部会（千葉市）
子どもセンター帆希（四街道市）
てんだい子育てリラックス館（千葉市）
こどもユニットWaKaba（千葉市）
キャンディボックス（習志野市）
母里子クラブ（長生村）
明日の種（千葉市）
宝寿会（千葉市）
千葉県こども病院（千葉市）
平成26年度寄贈先
千葉県母子生活支援施設部会（千葉市）
我孫子市こども発達センター（我孫子市）
生活支援ホーム・パレット（我孫子市）
母里子クラブ（長生村）
スペシャルニーズステーション（我孫子市）
スペシャルオリンピックス日本・千葉（千葉市）
あびこイーハトーブ（我孫子市）
たからばこ（習志野市）
千葉県こども病院（千葉市）
平成27年度寄贈先
ファミリーホーム「スマイル」
（千葉市）
千葉県母子生活支援施設部会（千葉市）
千葉市里親家庭支援事業委員会（千葉市）
国府台母子ホーム（市川市）
小湊相撲協会（鴨川市）
なかよし広場（鴨川市）
市川子どもの外遊びの会（市川市）
モチモチの森（佐倉市）
グループ・ブライユ（千葉市）
夷隅ひなた（いすみ市）
はーとふる・こだま学園（野田市）
千葉県こども病院（千葉市）

読夢の会（大多喜町）
子育てネットワークゆっくっく（野田市）
ファミリー（いすみ市）
鴇嶺の家（東金市）
放課後クラブすっぱぁ（一宮町）
ふる里学舎じどう館（袖ヶ浦市）
千葉県こども病院（千葉市）
平成29年度寄贈先
千葉県母子生活支援施設部会（千葉市）
東海学園（旭市）
東金市社会福祉協議会（東金市）
子育てひろばほっと（鴨川市）
四街道プレーパークどんぐりの森（四街道市）
児童発達支援事業所「結」
（市川市）
ふなばし朗読の会まつむし（船橋市）
千葉県千葉リハビリテーションセンター（千葉市）
ローゼンヴィラ藤原（船橋市）
さざんかキッズ（船橋市）
千葉県こども病院（千葉市）
平成30年度寄贈先
乳児院イーハトーブ（八街市）
ワーカーズコープちば（船橋市）
縁〜ENISHI〜（千葉市）
未来塾（野田市）
グループともしび（千葉市）
天然チアーズ食生くサークル（市川市）
フードバンクふなばし（船橋市）
子ども支援センターぽけっと（東金市）
母里子クラブ（長生村）
ちば福田会生活介護事業所ほまれ（東金市）
聖ヨセフつどいの家（香取市）
就労継続支援B型すっぱぁふぁーむ（一宮町）
千葉県こども病院（千葉市）
令和元年度寄贈先
ほうゆうキッズホーム（千葉市）
一宮学園（一宮町）
はじめのいっぽ後援会（一宮町）
一般社団法人あいのて（神崎町）
子育て応援どんぐり（銚子市）
子ども食堂すまいるステーション（茂原市）
フードバンクふなばし（船橋市）
グループブライユ（千葉市）
放課後等デイサービス「ここ」
（銚子市）
街かど福祉相談室るると（東金市）
千葉県こども病院（千葉市）
令和2年度寄贈先
児童養護施設びっき（袖ケ浦市）
乳児院エンジェルホーム（千葉市）
児童養護施設おんちょう園（船橋市）
天才保育ランドにこにこサンズ（長生村）
フードバンクふなばし（船橋市）
柏の葉しぜんあそびの会（柏市）
君津まちなか子ども食堂（君津市）
放課後等デイサービスきぼう（匝瑳市）
一般社団法人ファミリー（いすみ市）
ちば地域生活支援舎鴇嶺の家（東金市）
千葉県こども病院（千葉市）

この度は、私どもに助成金を贈呈して頂き、誠にありが
とうございました。
おかげさまで徐々に揃えようと思っていたものを購入
することが出来、子供達も早速購入品を使い始めており
ます。学校でもパソコンの勉強をしている影響かスタッ
フよりも子供達の方が操作手順の覚えが早く、驚くばか
りです。これを機にたくさん触れ、活用していこうと思
います。
小学３年生の女の子が夢まるふぁんど様へお礼の絵や
手紙を書いてくれました。
今後とも、障がい児支援にご尽力頂けると幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
NPO法人 ちば地域生活支援舎 鴇嶺の家

平成25年当希望会は、障害児の療育及び保護者の就
労に貢献することを目的に開設した、放課後等デイサー
ビスにおいて、1日2回使用している送迎車が経年劣化の
ため故障することがあるので、今回、送迎車の購入を計
画させて頂きたいという内容で夢まるふぁんど第16回夢
まる福祉支援事業に申請をさせて頂きました。
令和3年6月16日当希望会にお越し頂き、贈呈式を開
催して頂き、支援金を当希望会に贈呈して頂きました。
送迎に適切な車両であります、ダイハツタントを購入
し、送迎に使用させて頂いております。
この度は、貴重な助成金を交付して頂き誠にありがと
うございました。
社会福祉法人 希望会 理事長 石田雅男

先日ご支援いただきました事業費用にて、予定しており
ました「トランポリン」を購入いたしました。
公園へ出かけたり、外で伸び伸び過ごしたいという子
ども達の当たり前の想い…それが叶わない今日この頃…
新型コロナウィルス感染症拡大を受け、まだまだ当たり
前ではない状況下ではありますが、放課後等デイサービ

いつもお世話になっております。
先日はありがとうございました。
キッズフェスはコロナウィルスの関係でなかなか開催
できませんが、ビーチクリーンや子供達のイベントは実
施できました。これからみんなで大切に使わせていただ
きます。

スここは、トランポリンで嬉しそうに遊ぶ、元気な子ども

本当にありがとうございました。

達の笑い声と笑顔であふれています。

寒い日が続きますが、お身体に気をつけてお過ごし下

今後も大切に使わせていただきます。
本当にありがとうございました。

さい。
子育て応援どんぐり 田村清香

株式会社ここ 代表取締役 山久保 真紀

平成28年度寄贈先
一宮学園はじめのいっぽ後援会（一宮町）
千葉県母子生活支援施設部会（千葉市）
若草児童館（富里市）
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文化（国際）事業

文 化（ 国 際 ）事 業
（文化財保護活動・国際交流支援事業）
県内の民俗芸能・技術を保存伝承する文化団体
及び国際交流団体へ総額300万円寄贈
県内には、先人たちが築いた文化や歴史が今も息づいています。
「夢まるふぁんど委員会」では、後世に残し伝えたい有形、無形文化財を保存、伝承する団体ほか国際交流を目的とす
る団体に夢まる基金を活用した支援を行っており、令和３年は８団体に総額300万円の支援をしました。

銚子音楽祭実行委員会（銚子市）

佐原囃子東関戸連中（香取市）

令和3年12月15日【犬吠テラステラス】

令和3年12月15日【東関戸公会堂】

中山宗規実行委員長（右）に支援金を贈呈する峯島弘幸県遊技
業協同組合専務理事（左）

石川徹代表（右）に支援金を贈呈する金本武志県遊技業協同組
合副理事長（左）と記念盾を贈る柏丸金会館勝又雄店長

五井新田祭囃子保存会（市原市）

南房総市千倉町平舘地区（南房総市）

令和3年12月16日【五井新田自治会館】

令和3年12月16日
【平舘コミュニティ集会所】

安藤誠会長（右）に支援金と記念盾を贈呈する長谷部進県遊技
業協同組合・市原組合長（左）

堀江正敏区長
（右）
に支援金を贈呈する川合弘竜県遊技業協同
組合・館山組合長
（左）
と記念盾を贈る金成基同社会貢献委員長

ごあいさつ
千葉県教育委員会 教育長

冨塚

昌子

夢まるふぁんど委員会の皆様には、県内に伝わ
る民俗文化財の保存や継承、公開・普及に係る事
業に深い御理解と御支援をいただき、厚くお礼を
申し上げます。
民俗芸能や民俗行事は、古くからその土地に暮ら
す人々の生活と深い関わりをもちながら、今日まで
大切に守り伝えられてきたもので、県民の地域への

千葉県文化振興財団（千葉市）
令和3年12月13日【千葉県文化会館】
信太康宏理事長（右）に支援金を贈呈する星山聖達県遊技業協同組
合理事長（左）と記念盾を贈る同峯島弘幸専務理事

愛着や誇りを醸成し、心豊かで活力ある地域づくり

国際支援

を進める上で、大きな役割を担っています。

成田おどり花見実行委員会（成田市）

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、多くの地域のお祭りやイベントが中止・縮小

令和3年12月20日【成田ふれあい館】

令和3年12月20日【美浜区保健福祉センター】

される中で、民俗芸能や民俗行事の公開の機会が

滝澤昌江会長（右）に支援金を贈呈する月城孝一県遊技業協同
組合社会貢献担当副理事長（左）と記念盾を贈る峯島弘幸同専
務理事

小竹敏弘代表（右）に支援金を贈呈する久岡広季県遊技業協同
組合・千葉西組合長（左）と記念盾を贈る長家広泰ミリオン幕張
店ストアマネジャー

大幅に減少し、練習に集まることも難しい時期が
続きました。
そうした厳しい状況においても、皆様からこの

文化（国際）支援事業寄贈先一覧

ような助成をいただけることは、民俗文化財の保

平成17年度〜平成21年度寄贈先

存・継承のために努力を重ねておられる方々に

文化財保護・芸術研究助成財団
（東京都）

とって、非常に大きな励みとなっていることと思
います。
千葉県教育委員会といたしましても、引き続き
民俗文化財の保存・継承に努めてまいりますので、
今後とも、よろしくお願いいたします。

平成22年度寄贈先

多古城郭保存活用会（多古町）

木積箕づくり保存会
（匝瑳市）

令和3年12月13日【多古町役場】

市原柳楯神事保存会
（市原市）

平野欽作多古町副町長（左）が出席して行われた寄贈式で高橋朝子
代表（右）に支援金を贈呈する峯島弘幸県遊技業協同組合専務理事

大戸見の神楽保存会
（君津市）
熊野神社神楽保存会（旭市）
千葉市立加曽利貝塚博物館友の会
（千葉市）
椎津青年会（市原市）
篠籠田三匹獅子舞保存会（柏市）

14

千葉市JSL児童・生徒支援の会（千葉市）

上高根敬愛講社
（市原市）
大塚ばやし保存会（市原市）
文化財保護・芸術研究助成財団
（東京都）
平成23年度寄贈先
鶴峯八幡宮十二座神楽保存会（市原市）
茂原市黒戸獅子連（茂原市）
鰭ケ崎おびしや行事保存会
（流山市）
長峰はやし連
（千葉市）
新井区御船歌保存会（館山市）
（次項へ続く）
15

文化（国際）事業

平成24年度寄贈先

平成29年度寄贈先

五井新田祭囃子保存会
（市原市）

船橋市飯山満町大宮神社の神楽（船橋市）

笹川神楽保存会（東庄町）

並木町祭礼委員会
（佐倉市）

神余かっこ舞保存会（館山市）

野田津久舞保存会
（野田市）

浦部神楽保存会
（印西市）

稲毛浅間神社神楽連
（千葉市）

松野囃子保存会
（勝浦市）

登渡神社登戸神楽囃子連（千葉市）

小野表谷鞨子保存会
（東金市）

房総の郷土芸能2018実行委員会（佐倉市）

千葉県文化振興財団（千葉市）

かもがわ大山寺保存会（鴨川市）

房総の郷土芸能2013実行委員会（いすみ市）

御宿町久保区
（御宿町）

平成25年度寄贈先
千葉県文化振興財団（千葉市）
中里喜楽会
（野田市）

加岸大杉神社（流山市）

流山市おおたかの森お囃子会（流山市）

野田大杉ばやし社中（野田市）

旅名羯鼓舞保存会（君津市）

柳楯神事保存会
（市原市）

名殿・利根神楽保存会
（君津市）

賀茂神社民俗芸能保存会
（南房総市）

房総の郷土芸能2014実行委員会（鴨川市）

忽戸区三番叟保存会（南房総市）

黒戸獅子連（茂原市）

仲町囃子保存会
（茂原市）
房総の郷土芸能2019実行委員会（香取市）
【国際支援】市原市国際交流協会（市原市）
令和元年度寄贈先

房総の郷土芸能2015実行委員会（君津市）

本三倉区（多古町）

六手神楽ばやし保存会（君津市）

折木沢郷土芸能保存会（君津市）

千葉県文化振興財団（千葉市）

房総の郷土芸能2020実行委員会（旭市）

千葉県青少年協会
（千葉市）

千葉県文化振興財団（千葉市）

[国際支援] バリ金谷インターナショナル

稲毛浅間神社神楽連
（千葉市）

アートウィーク実行委員会
（富津市）

五井新田祭囃子保存会
（市原市）

平成27年度寄贈先
香取市五郷内祭保存会（香取市）
千葉市立加曽利貝塚博物館友の会
（千葉市）

近代海運記念碑保存事業実行委員会
（館山市）

山王講（鴨川市）

大網白里市永田旭連（大網白里市）

白間津大祭保存会（南房総市）

加曽利貝塚博物館友の会
（千葉市）

馬登獅子神楽保存会（君津市）

波左間諏訪神社みのこ踊り保存会（館山市）

三之宮神社神輿保存会
（睦沢町）

大崎大和神楽保存会
（香取市）

[国際支援]全国大学フラメンコ・
フェスティバル実行委員会
（館山市）
平成28年度寄贈先

【国際支援】市原市国際交流協会（市原市）

【千葉県文化振興財団】
日刊大衆日報

【南 房 総 市千倉町平 舘

区】

新聞
北総よみうり

NPO法人フォーエヴァー
（千葉市）
令和3年度寄贈先
千葉県文化振興財団（千葉市）
多古城郭保存活用会
（多古町）
銚子音楽祭実行委員会
（銚子市）

上高根敬愛講社
（市原市）

佐原囃子東関戸連中
（香取市）

竹岡三柱神社の木遣り獅子舞保存会（富津市）

五井新田祭囃子保存会
（市原市）

鬼来迎保存会（横芝光町）

南房総市千倉町平舘地区（南房総市）

千葉県文化振興財団（千葉市）

成田おどり花見実行委員会
（成田市）

木下囃子保存会（印西市）

】

活用 会

令和2年度寄贈先

九十九里黒潮太鼓（九十九里町）

房総の郷土芸能2016実行委員会（千葉市）

存
城 郭保
【多古

【国際支援】千葉市JSL児童・生徒支援の会
（千葉市）
真亀神子保存会
（九十九里町）

鎌ケ谷市おしゃらく踊り保存会（鎌ケ谷市）

房日新聞

横田本郷祭囃子保存会
（袖ケ浦市）

東金ばやし保存会
（東金市）

千葉県青少年協会
（千葉市）

報
千葉日

平成30年度寄贈先
千葉県文化振興財団（千葉市）

飯岡ばやし日の出会
（旭市）

夢まるニュース

千葉県文化振興財団（千葉市）

新里芸能保存会（香取市）

加岸大杉神社（流山市）

千葉日報

長狭やぶさめ保存会
（鴨川市）

佐原囃子保存会東関戸連中
（香取市）

平成26年度寄贈先

文化（国際）支援

【国際支援】千葉市JSL児童・生徒支援の会
（千葉市）

並木町祭礼委員会
（佐倉市）
伊能歌舞伎保存会（成田市）
房総の郷土芸能2017実行委員会（浦安市）
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【成田おどり花見実 行

委員会】

【銚子音楽祭実行委員会】
17

夢まるふぁんど委員会・県遊技業協同組合

防犯活動
県内で多発する「電話de詐欺」防止対策として夢まるふぁんど委員会と千葉県遊技業協同組合
は千葉県警察本部と連携し、千葉日報・千葉テレビ・ベイエフエムのメディア3社で年間を通して
広報活動を展開、安全で安心なまちづくりの実現を目ざしています。

「電話de詐欺」
被害防止強化月間に対する協力

電話de詐欺防止広報

夢まるふぁん

「電話de詐欺被害防止強化月間」が実施され、千葉日報・
千葉テレビ・ベイエフエムのメディア３社で広報活動を

のお知らせ

不審電話・メ
ールは
1人で判断せず
相談！

31日（日）

電話機にひと
工夫して
詐欺を撃退！
留守

電話やメール
でお金やキャ
ッシュカード
出たら一 人で
の話が
悩まずに、家族
・友 人・警察
談しましょう。
に相

留守番電話設
定や自動通話
録音機を設置
電話de詐欺の
し
電話を防ぎま
しょう。
犯人と話さな
いことが一番
の被害防止で
す。

「家族の絆」
を
強めよう！

日頃から家族
でコミュニケ
ーションをと
お互いの近況
って
をよく知りま
しょう。
「家族の絆」
で電話de詐
欺を撃退

〜電
みんなではじ 話de詐欺は電話de対策
〜
めよう！県民
総ぐるみで詐
欺撲滅！

夢まるふぁん
ど委 員会 は千
葉県 遊技 業協
県内メディア
3社で社会貢
同組 合と
献活動を推進
しています。

千葉日報「電
話de詐欺

千葉テレビ

電話de詐欺
被害防止強化月間広報

ど委員会から

欺」被
10月1日（金）から害防止強化月間
10月

県民総ぐるみでの電話de詐欺撲滅を目的に令和３年10月に

展開、防犯意識の高揚を推進しました。

千葉テレビ

千葉県警察と

「電話de詐

千葉日報社・
千葉テレビ放
送・ベイエフエム
・パチンコ、
パチスロの千

被害防止強
化月間」広告

葉県遊技業協

同組合

ベイエフエム

電話de詐欺被害防止強化月間実施編
「夢まるふぁんど」と「千葉県警察」からのお知らせです。
10月は「電話de詐欺」被害防止強化月間です。
千葉県警察では、卑劣な電話de詐欺を１件でも減らすため、広報
活動を強化します。
●電話de詐欺の被害にあわないための一番の対策は、
犯人と直接話をしないことです。
●自宅の電話は、常に留守番電話に設定するなどして
電話de詐欺を撃退しましょう。
●「電話de詐欺」は、
「電話de対策」。
●家族の絆と地域の絆で、
電話de詐欺の被害を防止しましょう。

ベイエフエム

電話de詐欺防止編
「夢まるふぁんど」と「千葉県警察」からのお知らせです。
千葉県には、相変わらず多くの「電話de詐欺」の電話がかかってき
ています。
●「小切手入のカバンをなくしてお金が必要」
「すぐに示談金が必要」などお金を要求する電話
●「あなたの口座が悪用されている。キャッシュカードを預かる
必要がある」などカードを渡すよう要求する電話
●「医療費の還付があるのでATMで手続きを」という電話や
「有料サイトの未納料金がある」というメールは電話de詐欺！
必ず家族や警察に相談を！
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ベイエフエムでは、
「自動車盗難防止対策」を放送

盗難防止を呼びかけました

「夢まるふぁんど」と「千葉県警察」からのお知らせです。
千葉県は、全国でも有数の自動車盗難多発県です。
●被害に遭わないために、車には盗難警報装置やGPS追跡装置を
装着しましょう。
●車を駐車する際は、明るく防犯設備の整った駐車場を選び駐車
しましょう。
●車から離れる際は、必ずドアロックをし、ハンドルロックやタイヤ
ロックなど物理的な対策をしましょう。
●日頃から車の盗難防止対策を心がけ、あなたの愛車を守りま
しょう。
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夢まるふぁんど委員会感謝状受賞・授与

難病の子どもの診療にあた
る小児専門医療機関の「千
葉県こども病院」に発足以
来支援を続ける夢まるふぁ
んど委員会に県病院局から
感謝状が授与されました。
星岡明こども病院長から感謝状を受
ける県遊技業協同組合 星山聖達
理事長（右）

遊技場10店へ感謝状
県内の児童福祉施設や伝統的な民俗芸能・技術、歴史文化の保存伝承事業を行っている団
体及び国際交流を目的として活動している団体、県内各地域で行われている防犯活動の支援を
目的に防犯パトロールカーを寄贈するなど社会貢献活動に取り組む「夢まるふぁんど委員会」
は年間を通して貢献した遊技場10店舗に感謝状を贈呈しました。
令和２年度年間優良店
ニュー後楽園（習志野）
メガガディス（船橋）
ニュー後楽園（千葉中央）
アスワンP（船橋）
アスワンM（千葉西）
ロータス（松戸東）
アポロ（松戸東）
ゼウス（松戸東）
パラッツォ志津店（佐倉）
メガディーバス（船橋）
峯島弘幸県遊協専務理事から感謝状を受ける庭山一郎ニュー後楽園店長（右）
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