
●申込み・問合せ先 管理部庶務課
TEL：03-3206-0506　FAX：03-3206-0601　Eメール：shomuka@shakyo-chuo-city.jp

　第１期「中央区地域福祉活動計画」（平成28年度～令和２年度）に引き続
き、中央区の地域特性を生かした「地域共生社会」の実現を目指し、「第２期中
央区地域福祉活動計画」を策定しました。
　この計画は、誰もがいつまでも安心して暮らしていくために、地域に住む人
や地域に関わる人々が、どのように役割分担をして主体的に活動していく
か、また、社協がそれをどう支援、応援していくかという6年間の計画です。
　計画策定にあたっては、当事者・活動者を含む区民の皆様の思いや意見を
アンケートやヒアリング調査を通じて承り、区民代表である策定委員会にお
いて分析・整理・議論をしました。

「さまざまなつながりと支えあいをはぐくむ」
～ 一人一人が自分らしく、安心して暮らせるまちを目指して ～

策定委員長 川上富雄

計画策定にあたり、ご協力をいただきました多くの皆様に心より感謝申し上げるとともに、これからの計画実現
に向けて、地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

配付時期は令和３年６～７月頃を予定しています。
本会ホームページからご覧いただくか、ご希望の方には窓口で配付、郵送でもお送りします。
※社協会員、関係団体等の皆様には郵送でお届けします。

まちの人インタビュー
～私たち こんな事業を利用しています～

第2期中央区地域福祉
活動計画を策定しました！

１． 多様なつながりのある地域
地域でのつながり方が多様化する中で、身近なところで気軽に交流し、普段から支えあうことができるような
「つながり」のある地域を目指します。

２． みんなが活動に参加しやすい地域
在住・在勤等を問わず、地域で生活しているすべての人が活動に関わりやすく、また活動している人や団体・事
業所が活動を継続し、相互に連携しやすい地域を目指します。

３．「困った」に気づき、支援につなげる地域
地域の中で困りごとを気軽に相談できる場所や人がいて安心できる、また自分では気づけなかったり声を上げ
られない人には、周囲が気づいて適切な支援につながるような地域を目指します。

基本理念

目指す地域の姿

地域福祉活動計画の推進主
体は区民をはじめとする住民
の皆さんです。この計画書が、
今一度、私たちのつながりの
あり方について考え、地域活
動や団体活動に参加してみる
きっかけになれば幸いです。
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●新型コロナウイルス感染拡大の状況により、本紙に掲載のイベント等については、中止または内容変更となる可能性があります。
　最新の情報は本会ホームページをご覧いただくか、記事に記載の各問合せ先までお問合せください。
●イベント、講座等に参加される場合は、咳エチケット、手洗いの励行、マスクの着用をお願いいたします。
　また、体調がすぐれない場合は参加をお控えください。
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●社会福祉協議会は、地域の皆さんが住み慣れたまちで安心して生活できる「福祉のまちづくり」の実現を目指して活動する団体です。



誰もが住み慣れた地域でいつまでも生活できるよう、身
近な地域で不安や悩みを抱えている地域住民や中央区
ならではの地域課題に直面している方の変化にいち早
く気づき、在住・在勤者の視点から必要な支援(地域福祉コーディネー
ターや各種専門機関)につなぐ「ささえあいサポーター」を養成します。

<前編>7月2日（金）

<後編>7月9日（金）
14：00～16：00 中央区社会福祉協議会

3階大会議室

日にち 場　所時　間

令和2年度事業・決算のご報告
令和2年度に実施した新規・充実事業

事　業　名 実施内容・実績

●貸借対照表（法人全体） （単位：円）

資産の部

科    目
流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金
前 払 金

流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
前 受 金
未払法人税等
賞与引当金

固 定 資 産
基 本 財 産
有形固定資産
無形固定資産
投資有価証券
退職給付引当資産

基金積立資産

差入保証金

固 定 負 債 
退職給付引当金 

資産の部　合計

負債の部 合計

純資産の部 合計

基　本　金
基　　　金
次期繰越活動
増減差額

負債及び純資産の部
合計

当年度末 科    目 当年度末

負債の部

純資産の部

●令和２年度 決算額（前年度比較） (単位：円)

社会福祉事業本部
社会福祉事業
さわやかワーク中央
公益事業本部
収益事業本部
内部取引消去

337,471,666

93,592,595

15,721,528
11,299,435

△23,556,984
434,798,240

368,720,877

86,274,346

19,229,248
7,027,002

△ 20,199,251
461,052,222

30,979,211

　　　△ 7,318,249

3,507,720
△ 4,272,433
3,357,733
26,253,982

拠点区分 増△減令和2年度決算額
（内部取引消去前）

令和元年度決算額
(内部取引消去前)

合　　計

　登録ボランティア団体が、他の活動団体と互いの強みを発揮しながら地域課題の解
決や既存活動の新たな価値・展開を生み出すために、区内において実施する協働事業
に対する費用の一部を助成する制度を開始しましたが、新型コロナウイルス感染拡大
防止によるイベントの中止や活動自粛などの影響で利用実績はありませんでした。

新規 登録ボランティア団体
協働事業助成の実施

　見やすさや各種機能、災害時における広報との連携について広報PTで検討を重ね、
セキュリティや更新のしやすさにも配慮したホームページの基本的な設計を行いました。

充実 本会ホームページの
リニューアル

　区民や区内事業所、福祉関係者を構成メンバーとする地域福祉活動計画策定委員
会を開催し、アンケート調査やヒアリング調査などから見えてきた課題について、様々
な主体がどのように関わり解決していくのかを取りまとめた「第２期中央区地域福祉活
動計画」を策定しました。

充実 第２期地域福祉
活動計画の策定

　提供会員向けの講習会として、５年ごとの必修講習とした事故防止に関する講習会
を１回開催しました。同様に必修講習とした緊急救命講習（幼児安全法講習）について
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を見送りました。

充実 ファミリー・サポート・
センター提供
会員向け講習会の充実

　高齢者の生活支援や介護予防等の基盤整備を担う第２層生活支援コーディネーター
（日本橋地域）を１名増員し、個別支援及び地域支援の充実を図り、特に地域支援の対応
件数増加につながりました。また、各地域の特徴を生かした支えあいの仕組みづくりに向
け、「支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）」を京橋・日本橋・月島地域で開催し、コ
ロナ渦の支えあいなどについて協議を進めました。

充実 生活支援コーディネー
ターの増員、第２層協議
体の新設

　規模を拡大して実施する予定であった成年後見制度講演会は、新型コロナウイルス
感染症の影響により開催を見送りました。一方、定員数十人規模の成年後見制度を
知ってもらう講座については、感染予防対策を徹底しながら開催し、地域の相談窓口
である「すてっぷ中央」について幅広く周知を行うことができました。

充実 成年後見制度普及啓発
事業の充実

179,419,174
167,233,759
12,082,235
103,180

73,190,232
54,548,043
6,010,029
41,500
576,700

12,013,960
115,232,865

1,030,340,614

841,917,517

115,232,865
　188,423,097

3,000,000
714,382,181

124,535,336

850,921,440
3,000,000
14,188,362
597,688
1,799,544

115,232,865

714,382,181

1,720,800

1,030,340,614

●申込み・問合せ先　成年後見支援センター「すてっぷ中央」
ＴＥＬ：03-３２０６-０５６７　ＦＡＸ：03-３５２３-６３８６　Eメール：step@shakyo-chuo-city.jp

「ささえあいサポーター養成講座」
のお知らせ

成年後見支援センター
「すてっぷ中央」からのお知らせ

前編：地域の現状をはじめ、個人や地域の課題(ニーズ)把握に必要な
気づきについて学ぶ講座

後編：見守りのポイントと地域ささえあい課の実践報告、地域での気
づきを共有するグループワーク

内　容

電話、FAX、Eメール(住所・氏名・電話番号・両日参加の
有無を記入)でお申込みください。

申込方法

川上 富雄 氏
(駒澤大学文学部社会学科社会福祉学専攻 教授)
※前編のみ

講　師

中央区在住、または在勤の方対　象

12名(事前申込み・先着順)
※前編のみ参加される方を対象にZOOMによるオンライン
　配信を実施(定員15名)

定　員

無料参加費

●申込み・問合せ先
管理部地域ささえあい課
ＴＥＬ：03-3523-9295　ＦＡＸ：03-3206-0601
Eメール：sasae@shakyo-chuo-city.jp

成年後見制度の現状と概要、事例をもとにした制度利用のポイントをわかりやす
く説明します。

成年後見制度のいま～制度の実情を知り、利用のポイントを学ぶ～
１１ 成年後見支援センター講演会

成年後見制度の申立手続きや利用方法などについて、（公社）成年後見セン
ター・リーガルサポート東京支部所属の司法書士が一人ひとりのご事情に沿っ
てご相談に応じます。

2 成年後見制度無料個別相談会

日　時 　７月３１日（土）　13時から15時まで

日　時 　７月３１日（土）　10時から16時まで
①10時～11時　②11時～12時　③12時～13時
④13時～14時　⑤14時～15時　⑥15時～16時
※事前予約制。各回の定員は4組

会　場 　京橋プラザ区民館多目的ホール（銀座1-25-3）　　
※手話通訳者と要約筆記者の配置があります。

場　所 　京橋プラザ区民館（銀座1-25-3）

対　象 　区内在住・在勤で成年後見制度の利用を検討している本人及び
親族の方

相談員 　（公社）成年後見センター・リーガルサポート東京支部所属の司法書士

講　師 　司法書士　村田 和也 氏
（公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート東京支部所属）

定　員 　１２０名

定　員 　２４組（先着順）

申込方法 　申込み先着順、7/26（月）までに、電話、FAXまたはEメール（住所・
氏名・電話番号、２は希望の回も記入）でお申込みください。

緊急対応 新型コロナウイルス
感染症に係る
生活福祉資金特例貸付

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的又は継続的に
収入減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び
総合支援資金（生活支援費）の特例貸付の申請を受け付けました。

　求職者の多様な要望に応えるため、職員体制を充実するとともに、より身近な場で
相談できるよう地域ささえあい課が主催する「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」に職
員が出向き、高年齢者の就職活動に関する相談に応じました。

充実 高年齢者無料職業紹介
事業「シルバーワーク
中央」の強化
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子どもたちからの感想文

福祉体験講座

「有馬小での福祉体験講座はどのように実施されて
いますか。」
私はこちらに赴任して6年目ですが、数年前から続いてい
るものを引き継ぎました。総合的な学習の時間の一環でお
願いしています。

「今回の講座で子どもたちの反応はいかがでしたか。」
子どもたちが感想を書いてくれました。映像で、障害のあ
る講師のお話を拝見したのですが、「まちで見かけたこと
があるかわいそうな人」とか、「自分達とは違う人」といった
感覚で見ていたけれども、車いす体験をしたり、お話を聞
いたことで「違う人じゃなく自分達と同じ」ということに気
づけたという内容が書かれています。お二人の講師の「心
のバリアフリー」「悲しい思いをする」「差別されることが辛
い」「みんなと同じくお母さんから生まれてきたのに」とい

う言葉がとても衝撃的だっ
たようです。
「偏見ではないけど違う人」
として今まで見ていたけど
それは違ったという考えを
持てたのは、生の声を聴けた
からです。また、実際にお仕
事をされている方もいると
聞いて、障害のある人もお仕
事できるんだ、ということが
わかったらしいです。
それまでは「～してあげる」
という上から目線だったの
が、「相手の気持ちを考えて、やりすぎない、という思いも
大事だ、必要な時に手を差し伸べたい」と書いている子も
いました。

「コロナ禍において学校で変化したことは？」
人との交流が制限されてしまったことが非常に大きいで
す。例えば、地域の方や違う学年などの新しい人と交流し
たり、調べたことを発表することで、自信がついたり、新た
なことを学んだりと成長していく部分があると思います。
そのようなことをコロナ禍で発展できなかったことが残念
でした。

「地域で、子どもを取り巻く環境について、困ってい
ることはありますか。」
学習を考えていくにあたり、整いすぎている部分があると
感じます。総合の学習は、課題を自分で見つけてそれを解
決していこうというのが道筋です。例えば「道が危険だか

中央区社会福祉協議会は、支えあいのまちづくりのために、
地域の皆様とともにさまざまな事業を行っています。

それらを利用している方々の声を、事業紹介とともにお届けします！

ボランティア・区民活動センターでは、ボランティア活動や地域福
祉活動に関心のある区内の学校や団体、グループなどに出向き、
福祉やボランティアについての講話を行う福祉入門講座のほか、
講師ボランティアの協力のもと、点字・手話・アイマスク・車いす・シ
ニアの体験講座を開催しています。
昨年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響から、例年に比べ申
込み数が減少したものの、区内学校８校から計２１講座の申込みが
ありました。なかには、事前学習や事後学習を積極的に発展させ、
独自の「福祉まつり」を企画した学校もあり、講師ボランティアとと
もに継続して協力させていただきました。
今年度は“Withコロナ”に配慮しながら、安心安全かつ有意義な
講座になるよう、新たな試みも含めて実施する予定です。
※講座の実施をご希望の場合は、実施希望日の３か月前から２か月
前を目安にお問合せ・ご相談ください。

●申込み・問合せ先 ボランティア・区民活動センター　
TEL：03-３２０６-０５６０
FAX：03-３２０６-０601
Eメール：vc@shakyo-chuo-city.jp

利 用 者
インタビューインタビュー

上原 苗生 さん
（有馬小学校教諭）

らなんとかしよう」とか、「ここにお花を植えたらみんなが
気持ちいいだろう」など、自分たちで問題を見つけ相談し
ながら手だてを見つけるということができます。でも、この
あたりは道もとても整備されていて、ゴミもほとんど落ち
ておらずお花もきれいに植わっていて、子どもたちがあま
り問題意識を持てないということがあります。
福祉でも、「まちで困っている方がいる」ということを自分
たちで発見してほしいのですが、この授業をするまで、子ど
もたちはそのようなところに全く目が行っていませんでし
た。「見てごらん」いうこちらからの投げかけに、「まちに実
は車いすを使う人がいたんだ」と気づくことがありました。

「有馬小は地域にどう関わっていきたい、とお考え
ですか。また、地域にどのように関わってもらいたい
ですか。」
一緒に子どもを育てていきたいです。地域と学校は、簡単
に声をかけていいのかなという思いをたぶんお互いが
持っていると思います。学校は非常に忙しいというイメー
ジがあると思いますが、地域の方からどんどん声をかけて
いただいければ、つながりを続けていけると思います。
結局子どもたちも大人になって、生まれ育った地域を動か
していくのはその子どもたちなので、やはり地域に愛着が
あることでその地域が盛り上がっていくと思います。

「先生の考える福祉とは?」
子どもたちに一番最初に言った言葉は「みんなが幸せ」と
いうものです。いろいろ調べていたのですが、「福祉とはみ
んなが幸せ」というフレーズがあって、これはすごくいいな
と。障害がある人だけが、ない人だけが幸せなのではなく、
みんなが幸せが福祉かな。

まちの人インタビューまちの人インタビュー
～私たち こんな事業を利用しています～～私たち こんな事業を利用しています～
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高齢者食事サービス

障害者就労継続支援（Ｂ型）施設
「さわやかワーク中央」

栄養バランスのとれたお弁当（昼食・夕食）を、安否の確認をかねてご自宅までお届けします。
配食業者は２社から選択できます。※一部の地域でボランティアによる配食も行っています。

「さわやかワーク中央」では、約20名の障害のある利用者がそれぞれの目標を掲げて仕事に励んでいます。区内公園等でのゴ
ミの分別回収や案内看板の清掃、作業室での点字名刺・点字シール製作やタオル梱包作業等の軽作業に取り組んでいます。

安否の確認をかねているので、直接手渡しでお届けします。

受取方法

ご利用できる方

食事づくりや買い物にお困りで、区内在住の７０歳以上または要支援・要介護
認定を受けた６５歳以上の方のうち、次のいずれかに該当する方。
1 ひとり暮らしの方
2 家族全員が７０歳以上の方または
要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方

3 同居の家族が就労等のため昼・夕食時は一人になる方

昨年秋、グルー
プに分かれて
“両国さんぽ”を
楽しみました

昨年オープンした自主製品
販売店「さわやかショップ」
では接客もしています♪

利用者負担

１食あたり４９０円～６８０円（区が費用の一部を助成しています。）
　※食事内容（一般食・エネルギー調整食・たんぱく質調整食）は
　　配食業者により異なります。

申込方法

お電話でお申込みください。職員がご自宅までお伺いし、詳しいご説明と申
請の手続きを行います。
（申請後サービス開始まで１週間程度かかります。）

配達できる日

月曜日から日曜日の昼食・夕食を、ご希望の曜日にお届けします。
※配達時間の指定はできません。

●申込み・問合せ先 在宅福祉サービス部推進課
TEL：03-３２０６-０６０３　FAX：03-３５２３-６３８６
Eメール：zaitaku@shakyo-chuo-city.jp

公園でのゴミ収集と掃き掃除

◀作業室
での封緘

「さわやかワーク中央」と同じ建
物1階にある両国郵便局入口
での販売風景

「普段のお食事はどうされていますか。」
昼は配食のお弁当、夜はなにかしら、きちんとはやらないです。
買い物は、自分で近くに買いに行きます。料理するわけで
はないからそんなにないですし。
ここは静かでいいところですが、欲を言えば、おつかいが
ね。あれが食べたいと思っても買いに行くのが大変。

「普段の情報はどのように得ていらっしゃいますか。」
携帯やスマホなど、何も持っていません。広報紙や新聞と
か、テレビはよく見ます。手紙も昔は書いたけど今は全然。
書こうと思うとまず辞書を隣に置かなきゃいけない。

「食事サービスのことはどのようにしてお知りにな
りましたか。」
ボランティアの方からです。前からの知り合いです。
その方には本当にお世話になっていて、何かあると飛んで
きてくれます。そんな人が近くにいるのは安心です。なん
たって一人なんだから。

「他にサービスは使われていますか。」
火、金はデイサービスです。それ以外の日に配食業者さんに
来てもらっています。配達はいろいろな人が来ますが、みな
さんお優しいです。配食業者の方が、私の誕生日に一筆書
いてくださったの。今年の１月にカードをいただいてあれに
はびっくりしました。社長さんのお名前がかいてありました。
みなさん本当に親切にしてくださっているのでありがたい
です。

「中央区には昔から住んでいるんですか。」
生まれは東日本橋で、お嫁に行ったりして一時離れていた

こともありましたが戻ってきました。今は用事もないからあ
まり東日本橋には行きませんが、通るとああここだったな
と思い出して、そのままだと懐かしいです。景色が変わって
しまうとやはり悲しいかな。
今は日本橋の違うエリアに住んでいますが、気持ち的にみ
なさんゆったりされている気がします。だから自分もゆった
り暮らしていけるのかなと。こういうところに暮らしている
と、もう年だから、普段行き来はしていなくても、久しぶり
に知り合いに会うと気持ちが楽になります。
つながりって、切れちゃうとおしまい。なんとかくっついて
いくと、だんだんいい方向に行ったりするんじゃないかし
ら。たまにしばらく会っていなかった人にあらーって会う
と、昔のことが思い出されてそれだけでなんとなくお互い
にうれしいです。

「若い人がどんどん中央区に越してきていますが、
そういった方にメッセージはありますか。」
最近は接していないからよくわからないけど、知っている
お母さんのお子さんなど、やっぱり優しいです。年をとる
と、優しさが一番身に染みてうれしいし、ぐっと来たりする
こともあります。ちょっとしたことでも、言葉ひとつでもか
けてくださるとやっぱりうれしい。人はだんだん減っていく
のだから。

名刺に▶
点字を刻印

利 用 者
インタビューインタビュー

猪田 喜美枝 さん
（高齢者食事サービス
利用者）

ボランティア配食風景

新型ウイルス感染防止対策に気をつけながら作業をしたり気分転換をしたりと、みんなで力を合わせて頑張っています！ 

中央区社協だより 6月号［280号］
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ハンディキャブ貸出事業

「まちの人にひとことメッセージを。」
いろいろな自主製品を作っているのでぜひ買ってください！！

車いすを利用している方や歩行が不自由な方が通院などで
外出する際、車いすのままでも乗り降りができるハンディキャブ
（リフト・スロープ付き自動車）を貸し出しています。

利用登録
利用希望日の14日前までにお
申込みください。

利用登録料
社協会費（年1,000円以上）お
よび登録会費（2,000円）

利用料
ガソリン代

利用できる日
年末年始、GW、車両整備日等
を除く日

ハンディキャブの運転とリフト操作
（利用者の介助は付添の方に行っていただきます）

活動内容

中央区内や近隣の病院など運行範囲

利用者の希望する日時
（年末年始、車両整備日などを除く午前９時～午後５時）

活動時間

21歳以上70歳未満の普通自動車免許（AT可）をお持ちの方
＊ボランティア登録と事業内容・リフト操作の説明（１時間
程度）を行います。

対 象

●申込み・問合せ先 
障害者就労促進部
「さわやかワーク中央」
ＴＥＬ：03-３８６５-３６６１
FAX：03-３８６５-３６６2
Ｅメール：
sawayaka@shakyo-chuo-city.jp

●申込み・問合せ先　在宅福祉サービス部推進課 
ＴＥＬ：03-３２０６-０６０３　ＦＡＸ：03-３５２３-６３８６
Eメール：zaitaku@shakyo-chuo-city.jp

「運転ボランティア」を募集しています

障害者総合支援法で定
められた通所型福祉
サービスのひとつで、働
く場を提供し、日中活動
の充実と技術や社会性
の習得を支援する施設
です。（雇用契約は結び
ません）

就労継続支援
B型とは？

「さわやかワーク中央に来て何年目？」
平成４年からだから、２７～８年でしょうか。
最初はワープロなどをやっていました。
カナ入力で覚えちゃったからローマ字で入力するのが苦手。点字翻訳
もやっていますけど、原稿にカナを振ってもらってます。

「お仕事はどうですか。」
今は新型コロナウイルスの影響であまり忙しくないですが、10月後半
から12月の終わりは毎年忙しいです。
私は静かにコツコツやったほうが自分に合ったペースなのではかどり
ます。
苦手なこともあるけど、とりあえずやってみます。作業を補助するため
の道具（自助具）を作ってもらったりすることもあります。
歩くのにバランスがとりづらく転びやすいので気をつけています。歩く
のも前より遅くなったし。施設にいても、人とすれ違う時とか、何も言わ
ないで急に来たりするとびっくりします。道路でも、スマホを見ている
人、ベビーカーで並んで歩いている人、自転車ですごい勢いで後ろから
来たり、急に右や左に行ったりする人がいます。私はまっすぐしか歩け
ないし、よけるには一度止まらなくてはいけません。

「ハンディキャブはどのくらい利用されていますか。」
年に３回とか5回とかです。その時は主人が運転してい
ます。
入院していて、おととしの末に退院してきたので、利用して
1年くらいですね。
通院は自宅近くの診療所なので、買い物とか、コンサート
に行ったり等に利用させていただいています。

「ご主人は運転ボランティアとしても活動されてい
ますよね。」
10年くらい前に、区の広報で運転ボランティア募集というの

を見て、定年退職したので時間もあって応募しました。仕事を
やっているときは職場と自分の趣味の世界だけだったんです
が、地域のために少し取り組もうと思って。太極拳のグルー
プも作って、区内の施設や公園なんかで練習しています。
ボランティアをやっていてよかったと思うのは、やっぱりあ
りがとうと言われることですね。

「運転はお好きなんですか。」
田舎の道を運転するのは
好きですが、都内を走る
のは好きとは言えないで
すね。ストレスフルですか
ら(笑)
ボランティアの時は乗っ
ている方に気を遣うし、
ゆっくり運転するので、危
ないと思ったことはあり
ません。

「社会福祉協議会の存在は以前から知っていました
か。」
（力夫さん）一番最初のきっかけは、自分がバイクで骨折し
たときに車いすを借りたことかな。ボランティアをやるずっ
と前です。
（京子さん）両親を、ハンディキャブを借りて主人が運転して、
伊豆なんかに泊りでよく連れて行っていました。当時は車い
すは使わなかったけど、けっこう利用させてもらいました。

「お二人はここに住まわれてどのくらいですか。」
２４、５年かな。その前も中央区です。
まちの変化は、やっぱり人口が増えたことかな。バブルで
鉄砲洲神社での節分の豆まきでも、一時人があまり集まら
なかったことがありますが、今はマンションも増えて子ども
がいっぱいいて活気があります。昔は個人商店がちょこっ
としかなくて、銀座や月島に行くしかなかったけど、最近は
コンビニやスーパーもできて便利になりました。

「まち全体でもうちょっとこうなったらいいなという
のはありますか。」
緑！やっぱり中央区は緑が少ない。
ここは特に少なくてさみしいです。ビルが高いから視界が
上に伸びない。平面的なところにあるといいなと思う。屋
上緑化も少しずつやってるみたいだけど。

「お二人にとってつながりとは？」
まじめな話になっちゃうけど、妻がかなり大きな病気をし
て、今まではこうしてほしいとか、あれやらないとか、いろ
いろ不満があったんだけど、もう生きてるだけでいいなと、
そういうのが感じられてよかったですね。存在がありがた
いです。
人間だとどうしても期待とか、いろんな事やってほしいと
かあるんだけど、うちは猫を飼っているんですが、動物だ
と、そういう期待は、あんまり考えないね。もういるだけで
いい。なぐさめられてね。そういうのに気づけたということ
はよかった。

利用回数
月3日以内

利 用 者
インタビューインタビュー

利 用 者
インタビューインタビュー

細心の注意を払って

利用希望日の1ヶ月前から前日正午ま
で（電話・メール等）

利用申込

運転者は利用される方が確保してく
ださい。確保できない場合は、本会か
ら運転ボランティアを紹介することが
できます（確保を約束するものではあ
りません）。この場合は、利用日の10
開所日前までにお申し込みください。

運転者

宗形 京子 さん
（ハンディキャブ利用者）

市村 和美 さん
（さわやかワーク中央利用者）

力夫 さん
（運転ボランティア）

さわやかショップ
の製品と一緒に

【担当職員より】
市村さんにはやれることをやってもらってい
ます。彼女は努力家だから、最初はできなくて
も一生懸命研究して、努力してやれるように
なります。

発行：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  〒104-0032 中央区八丁堀4-1-5
TEL：03-3206-0506  FAX：03-3206-0601

ー5 ー



おとなりカフェ・ちょこっと相談会
“ほっとひと息”していきませんか？

子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に利用できるコミュニティカフェと、地域福祉コーディネー
ター・生活支援コーディネーター（※）が困りごとや悩みごとの相談に応じる相談会を定期的に
開催しています。

❶「勝どきデイルーム」勝どき1-5-1　勝どき区民館1階
❷「多世代交流スペース　はまるーむ」　日本橋浜町3-40-3
❸「聖路加健康ナビスポット：るかなび」　築地3-6-2
　大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター1階　
❹「喫茶アラジン」明石町1-6　レインボーハウス明石１階

おとなりカフェとちょこっと相談会は同時開催していますが、カフェのみの利用、相談のみの利用も可能です。お気軽にお立ち寄りください。

※地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターってなに？
地域福祉コーディネーターは、地域で困りごとを抱えている方に寄り添い、必要な支援につなげたり、地域で支えあうための仕組みづくりを行っている福祉の
専門職です。生活支援コーディネーターは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるようサポートしたり、新たなサービスの開発や
支えあいの仕組みづくりに取り組んでいます。

●申込み・問合せ先　管理部地域ささえあい課　
TEL：03-3523-9295　FAX：03-3206-0601
Eメール：sasae@shakyo-chuo-city.jp

※❸るかなび❹喫茶アラジンでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　ちょこっと相談会のみ開催しています。詳細は別途お問合せください。

コーヒー

りんごジュース

ほうじ茶

コーヒー

りんごジュース

ほうじ茶

「勝どきデイルームで月に２回、水彩画を
楽しむサロン活動に参加しています。最
初は、男性は私ひとりでしたが、だんだ
ん人数も増えてきました。地域でのこう
いった活動を通じたつながりが、頼り、
頼られる関係へとつながり、さまざまな
方の生きがいになっていると感じます。」

畑さん

「家だと家事に追われ絵を描く時間が持て
ないのですが、サロン活動の際は、テーマ
を決めて落ち着いて向き合うことができ
ます。みなさんの絵をこのデイルームに
飾っていただくこともあり、そういった発
表の機会があることが、きちんと作品を仕
上げるには必要だと感じています。」

松本さん

Tさん

「自宅で好きなコーヒー豆を買って焙煎から自分で
やっているのですが、ここでバリスタのボランティア
がしたいと思ってカフェに来ています。今はコロナで
活動できないけれど、いつかおいしいコーヒーを
淹れてみなさんに喜んでもらいたいです。社会
復帰を目指しているところなんですが、ここに
来るようになってから、自分が社会に根付い
ていることを感じます。近くに川があって、
気分転換に外のベンチで休憩することが
できるのもうれしいです。」

おいしいコーヒーや無添加ジュースを片手に
参加者同士でお話を楽しんだり、おひとりで
ゆっくりした時間を過ごすことができます。
お子様連れでも楽しめるようにおもちゃや遊
べるスペースをご用意しております。

おとなり
カフェ
おとなり
カフェ

（　　　　　）飲み物100円・
おかわり自由

社会福祉士の資格を持つコーディネーターが相
談に応じています。
「誰かと話がしたい」「悩みごとの相談先がわから
ない」「ひきこもりの子どものことを相談したい」
といった、さまざまな相談が寄せられています。

ちょこっと
相談会

（　　　　）予約不要・
相談料無料

場所

松本さん、職員、畑さん
※お二人は勝どきデイルームで行われている「いきいき
地域サロン」に参加しています。

「いつもは八丁堀の事務所で相談業務をやっていま
すが、ここだと世間話をしながらその人の生活全般
についてお話が聞けます。お仕事への思いを聞いた
り、職業の絞り込みをしながら、その人に合ったご案
内ができる貴重な機会があってありがたいです。」

お仕事相談員

シルバーワーク中央の職
員も参加して、お仕事に関
する相談を受けています。

「もう45年中央区に暮らしています。妻がこ
のデイルームでの別の活動に参加していて、
自分も時々お茶を飲みに来ます。以前市場
で競りの仕事をやっていたんですが、佃島の
シラウオ漁の最後の品物を扱ったことが思
い出です。その時の手やり（指で示す数のサ
イン）をやると脳トレになります。」

Uさん

参加者インタビュー

「私は難聴者で幼少期から耳が聞こえづらいので
すが、最近はタブレット機器に入れたアプリの機
能がすごくよくなりました。話した言葉がすぐに文
字に変換されるんです。今は手話の勉強もしてい
て、そのおかげでやっと気持ちが通じると感じるよ
うになったのですが、世の中には手話のできない
聞こえない方もたくさんいるので、いろいろな便
利な機械に興味を持って調べているところです。」

Kさん
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氏名（敬称略） 金額
令和3年3月分

坂本壽子 10,000
佃二丁目鈴木猛夫 1,027
田野拓馬 1,050
匿名 1,000
匿名 1,000
匿名 1,000
匿名 2,018
匿名 10,000
鈴木邑次 10,000
サンフロンティア不動産株式会社 1,000,000
匿名 100
匿名 10,000
第一生命保険株式会社　
首都圏コンサルティング営業室 46,900

有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和3年4月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,038
第一生命
カードサービス株式会社 66,446

匿名 1,616
田野拓馬 1,111
匿名 5,000
匿名 60,000
匿名 10,000
匿名 200
池田滋子 1,000
鈴木邑次 10,000
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 3,027
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

●ボランティア基金
氏名（敬称略） 金額

令和3年3月分
中央美世の会 3,000 
匿名 1,796
匿名 1,796 

令和3年4月分
匿名 1,000 

●一般寄付

氏名（敬称略） 品目と数量
令和3年3月分

株式会社グローバルディール マスク　2,000 枚

匿名

タオル 10枚、 
石鹸 16個、 
洗濯用洗剤１箱 
洗濯用洗剤 
ワンパックタイプ 
3袋入 14セット

匿名 タオル　27枚

志尾幸子 切手 3,080円相当 
ハガキ 2,174円相当

明治安田生命保険相
互会社　丸の内支社　
銀座営業部

タオル 41枚

令和3年4月分
一般財団法人　 
明治神宮崇敬会　 
京橋支部　婦人部

洗剤セット 20箱

一般財団法人　 
明治神宮崇敬会　 
日本橋支部　婦人部

洗剤セット 20箱

辰巳正子 タオル 50 枚
青野トシ子 切手 862 円相当

日本ギタリスト協会 「クラシカルギター・コンクール」
チケット（招待券） 10 枚

匿名 切手 840 円相当
TRY株式会社 石鹸等

●物品寄付

8月22日（日）雨天決行　※荒天等中止による振替日：9月19日（日）
　●集合　午前8時30分　区役所前
　●解散　午後６時（予定）

開催日時

皆さまからいただきました貴重なご寄付は、
本会の社会福祉事業等に活用させていただきます。

ご寄付贈呈式の写真をご紹介します感謝をこめて ̶ご寄付の紹介̶ 

行　程

マザー牧場（千葉県富津市）
　体験工房にて手作り体験、昼食、園内にて参加者交流イベントなど
海ほたるパーキングエリア
　買い物など
◎時間・内容は都合により変更になる場合があります。

対　象

次の条件を全て満たす世帯
❶中央区内在住のひとり親家庭で
　子どもが４歳（平成30年4月1日以前生まれ）から中学生までの世帯
❷振替日に参加可能な世帯

参加費

１世帯2,000円（昼食代など）

定　員

80人（変更の可能性あり。申し込み多数の場合は抽選）
◎過去に参加していない世帯を優先します。

申込方法

詳細は、6月21日（月）から本会ホームページに掲載します。参加にあ
たっての注意事項をご確認の上、お申し込みください。

主　催

中央区社会福祉協議会／中央区ひとり親家庭福祉協議会

「ひとり親家庭日帰りバス研修」
のご案内

集まった切手はボランティア団体｢スタンプの会｣によって整理分類された
後、業者を通じて換金されます。これらの収益はボランティア事業の貴重
な資金として活用されています。また、書き損じはがきは切手などに交換
され、地域の福祉事業に役立てます。
◎回収方法：下記へ直接お持ちいただくかご郵送ください。
（個人の方は日本橋・月島両特別出張所に設置している回収箱もご利
用いただけます。）
●問合せ先　ボランティア・区民活動センター
〒104-0032 中央区八丁堀4-1-5 中央区社会福祉協議会
TEL：０３-３２０６-０５６０　FAX：０３-３２０６-０６０１
Eメール：vc@shakyo-chuo-city.jp

使用済み切手・書き損じはがき
を集めています！

※今後、新型コロナウイルス感染拡大状況に
　よっては、中止する場合があります。

●申込み・問合せ先 
在宅福祉サービス部推進課　
〒104-0032 中央区八丁堀４-１-５ 中央区社会福祉協議会
ホームページ　https://www.shakyo-chuo-city.jp/
TEL：03-３２０６‐０１２０　Eメール：family@shakyo-chuo-city.jp

第一生命保険株式会社 
首都圏コンサルティング営業室様

第一生命
カードサービス株式会社様
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7月

9月

8月

広告広告

令和３年３月～４月、順不同、敬称略

新規会員の
ご紹介
個人会員

中央区社会福祉協議会では、令和3年6月より日本橋浜町3丁目地域に新たな多世代交流の拠点
「はまるーむ」をプレオープンしました。対象を制限せず、誰もがフラッと立ち寄れる居場所として地
域に根付くことを目指しています！

6月からプレオープンし、月、木、金曜日の
10時～18時の間、開所しています！
7月以降の開所日については
地域ささえあい課まで
お問合せください。

❶フラッと立ち寄れるコミュニティカフェを運営します。
子どもからおとしよりまで誰もが気軽に立ち寄れる居場所として、地域のコミュニティカフェ
「おとなりカフェ」を運営します。おとなりカフェにプログラムはなく、参加者同士の交流やおひ
とりでゆっくりとした時間を過ごしていただくことを目的としています。

❷お困りごとの相談にのります。
社会福祉士が日常生活のお困りごとの相談に応じる「ちょこっと相談会」(予約不要・無料)を
開催しています。お困りごとや不安を抱えながらも相談先が分からない場合や近くに相談でき
る人がいないため、ひとりで悩みを抱えている場合など、一緒に解決方法を考えます。

❸地域活動を支援します。
地域活動を立ち上げたい方や既に活動している団体に活動の場を提供し、活動の継続に向け
たお手伝い(アドバイス、広報支援、助成制度等)を行います。また、「地域で何かを始めてみた
い」という思いをお持ちの方に対する相談にも応じておりますのでお気軽にご相談ください。

今後、福祉に関するミニ講座や多世代交流を目的としたイベントの開催、地域住民が主体となっ
て行う地域活動を通し、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進していきます！

● 個人会員　８74人
● 団体会員　１５０件
● 法人会員　３３件
● 賛助会員　１３件

● 砂川恭子　　● 青木ケサエ
● 梶本恵子　　● 辰巳善文
● 澤セイ子　　● 平澤智枝子
● 新井扶美子
他匿名20名 合計　１，０70件

会員数（令和3年4月末現在）個人会員

多世代交流スペース 「はまるーむ」
についてご紹介します！

多世代交流スペース 「はまるーむ」
についてご紹介します！

多世代交流スペース 「はまるーむ」
についてご紹介します！

多世代交流スペース 「はまるーむ」
についてご紹介します！

EVENT CALENDAR

イベントカレンダー
1

2

3

5

8

9

13

15

16

17

18

26

27

29

31

1

2

4

6

7

10

12

15

18

21

24

26

27

3

4

5

6

9

14

18

19

22

24

28

木

金

土

月

木

金

火

木

金

土

日

月

火

木

土

日

月

水

金

土

火

木

日

水

土

火

木

金

金

土

日

月

木

火

土

日

水

金

火

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

ちょこっと相談会（るかなび）　
ささえあいサポーター養成講座（前編）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

ちゅうおうボラネット交流サロン

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

ささえあいサポーター養成講座（後編）

虹のサービス協力会員登録オリエンテーション
おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

ニコニコドットコム

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
イナっこ教室申込休日開所日

福祉法律相談

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

成年後見制度講演会＆無料個別相談会

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

ちゅうおうボラネット交流サロン

ボランティア講座

ちょこっと相談会（るかなび）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

ちょこっと相談会（喫茶アラジン）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

シルバーワーク中央出張相談会
おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
福祉法律相談

虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

ちょこっと相談会（るかなび）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

ちゅうおうボラネット交流サロン

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

福祉法律相談

ニコニコドットコム

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

多世代交流スペース 「はまるーむ」
〒103-0007 中央区日本橋浜町3-40-3
【交通アクセス】
♦都営新宿線 浜町駅 下車 A２出口 徒歩7分
♦都営バス 浜町2丁目 下車 徒歩3分
●問合せ先 
管理部地域ささえあい課  
TEL：03-3523-9295　FAX：03-3206-0601
Eメール：sasae@shakyo-chuo-city.jp

開所日

多世代交流スペース 「はまるーむ」では何をしているの？

●中央区社協だよりは、4・6・9・11・1月の21日に発行し、新聞折込等で配布しています。　
●ボランティアグループ「点字友の会」さん、「わかはや会」さんにご協力をいただいて点字版・CD版・デイジー版を作成しています。
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