
福祉を
知ろう

健康を
考えよう

●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

中央区健康福祉まつり２０２１
出会いと ふれあいと 感動と

昨年は新型コロナウィルス感
染症の感染拡大防止のため
中止となりました。
今年は感染予防対策をして、
「今できること」をできる形で
実施します！
来場者の皆様にもマスクや
ソーシャルディスタンス等ご
協力いただき、安全に開催で
きればと思います。ぜひ遊び
にきてください！

がはじまります赤い羽根共同募金運動

１施設・団体３０万円まで申請額

備品整備、小破修理、訓練行事等利用者主体の事
業（施設・団体維持のための運営費は対象外）、防
災備品の整備など災害対策事業、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に関する事業
※昨年度は高齢者、保育、障害分野などの１０の施設・
団体に配分

対象事業

１０月２９日（金）提出期限

日時 10月２４日（日）午前１１時～午後２時

場所 あかつき公園、福祉センター、中央区保健所、
子ども発達支援センター、教育センター、
タイムドーム明石

内容 ボランティア団体活動紹介、福祉体験、バザー、
手工芸品の展示販売など

主催 中央区健康福祉まつり２０２１実行委員会、中央区、
中央区社会福祉協議会

公式ブログ http://fukumin2010.blog134.fc2.com/　
✿「健康福祉まつり」で検索ください✿

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって、延期・中止となる可能性があります。
その際は、上記ブログのほか、中央区及び中央区社会福祉協議会のホームページに掲載します。

中央区健康福祉まつり
イメージキャラクター「フクミン」

10月1日▶12月31日 　つながりをたやさない社会づくり
10月1日より第75回赤い羽根共同募金運動が始まります。
昨年からの新型コロナウイルス感染症禍という特殊な社会状況の中、社会福祉施設における感染対策や、貧困問題、家庭内DV
や虐待問題の増加、障害者の就労環境の悪化など、顕在化してきた新たな課題に対してより一層の支援が求められています。
共同募金は、地域の支え合いを基本に、社会の課題を解決する動きを作り出していきます。また、 近年各地で頻発する自然
災害発生時には、災害等準備金による災害ボランティアセンターへの支援、義援金の呼びかけ等の支援も行っています。
今年度もこの運動にご支援・ご協力をいただき、皆様からのあたたかいお気持ちを共同募金にお寄せくださいますよう、
よろしくお願いいたします。

　助成の申請を受付中です！
赤い羽根共同募金の使いみちについては、地域のニー
ズに対応して公平かつ効率的に配分されるよう配分推
せん委員会で審査していますが、地域福祉の向上を目的
として、一定割合をその地域で活用しています。
現在、中央地区配分推せん委員会では、地域に根ざした
施設・団体が実施する地域福祉を推進する事業を対象と
して、令和３年度地域配分（B配分）の申請を受け付けて
います。

●問合せ先　管理部庶務課（共同募金会中央地区協力会・中央地区配分推せん委員会事務局）
TEL：03-3206-0506　FAX：03-3206-0601　Eメール：shomuka@shakyo-chuo-city.jp

中央区社協だより
ホームページ：https://www.shakyo-chuo-city.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/chuoshakyo

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
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

中央区社協キャラクター
「ニジノコ」
中央区社協キャラクター
「ニジノコ」
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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。



●申込み・問合せ先　中央区ファミリー・サポート・センター　TEL：03-３２０６-０１２０　FAX：03-３５２３-６３８６　Eメール：family@shakyo-chuo-city.jp

●依頼会員の登録は、予約制となっています。（予約受付時間：平日午前8時30分～午後5時）
　▶窓口において事業説明および登録手続きを行います。（所要時間：約1時間）　▶日程などの詳細はお問合せください。

▲森山さん
3時間の救命講習を
受けました。

登録希望の方は下記までご連絡ください。開催日が決まり次第ご案内いたします。

提供会員登録時講習会では、保育や発達、栄養等に関する講義と救命講習（幼児安全法講習）をご受講いただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、講習時間が変更となる場合があります。

提供会員登録時講習会

提供会員になろうと思ったきっかけは何ですか。
できる時にできる事をしたいと思っていた時にファミリー・サポート・センター事業を知りました。私たちの子育
て環境と違う今の子育て環境の中で頑張るパパさん、ママさん、そして可愛い子どもたちのお手伝いが地域の
私たちに出来たらという気持ちから始めてみようと思いました。
実際に提供会員登録時講習会を受講してみていかがでしたか。
今回はコロナ禍のため、Zoomによる講習会となりましたが、受講生にとっては、とても受けやすかったです。受
講してみて、私の子育ての時とは違う点を改めて確認もできました。また救命講習では有意義な体験もさせて
いただきました。
これからの活動に対してどのように感じていますか。
今は大切なお子様をお預かりする緊張感と、可愛いお子様に出会うワクワク感でいっぱいです。

提供会員登録時講習会に参加された方にお話を伺いました

園で作ったステッキをプレゼントしてくれたり、
作ったうちわで扇いでくれたり、

〇〇ちゃんとのお喋りに癒されました。
生まれた赤ちゃんのことを「かわいい！」と
お話していました。これから成長が

楽しみです。（提供会員）

の講習が必修です。2日間 1日目　 午前9時30分～午後2時30分 2日目　 午前9時30分～午後4時30分

ファミリー・サポート・センター事業は、子育ての手助けができる方（提供会員）と、子育ての手助け
が必要な方（依頼会員）が、「できるときに、できることを、できる範囲で」を合い言葉に、お互い助け
合いながら子供の成長を地域で支えていく会員制の相互援助活動です。
ファミリー・サポート・センターでは、地域での子育てを応援してくださる提供会員を募集しています。

地域で応援！ みんなで子育て

●保育園や幼稚園への送り迎えや
預かり
●保護者に用事ができた際の
預かりなど
★送迎活動のみでの登録も可能。
　(講習時間が短縮になります)

●２０歳以上の健康で子どもが
好きな方、子育て支援に理解と
熱意のある方
●下記講習会の受講と登録手続き
が必要です。※資格は不要です。

●本事業は区民同士の助け合い
（有償ボランティア）活動です。
●活動中の事故に備えて補償保険
に加入しています。

どんな活動があるの？ サポーター（提供会員）
になるには？ どんな事業なの？

中央区ファミリー・サポート・センター

設立
20周年

提供会員さんに娘が、
とても良くしていただき、お陰様で、
私も安心して仕事に行け、妻も静養
することができました。大変感謝
しております。（依頼会員）

息子はベビーカーを嫌がることもあるの
ですが、提供会員さんのおかげで機嫌よく
帰ってきました。泣いたりすることもなかった

そうで、安心しました。（依頼会員）

初日は依頼会員さんの帰りを
玄関で待っていましたが、
３日目には、部屋に隠れて

帰りたくなさそうな姿が嬉しかったです。
うちの子ども含めて元気いっぱい

でした。（提供会員）

託児あり

コロナ禍でも、預かる子どもたちの
成長は著しいもので話が上手になったり、
背が伸びてボタンが押せたり、おむつから
パンツになったりと、年月は確実に進んで
いるのだと思います。（提供会員）

会員さんから届いた声を紹介します
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氏名（敬称略） 金額
令和3年5月分

佃二丁目鈴木猛夫 1,049
田野拓馬 1,111
株式会社グローバルケア 10,000
匿名 10,000
匿名 3,000
栗原裕信 100,000
気功同好会 2,150
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和3年6月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,060
鈴木邑次 20,000
梶原幹雄 100,000
田野拓馬 1,111
環境ステーション株式会社 100,000
株式会社グローバルケア 40,000
匿名 1,000
匿名 1,000
東京銀座新ロータリークラブ 会長佐野正篤 300,000
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
トヨタモビリティサービス株式会社 100,000
21 東京パイロットクラブ 50,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和3年7月分
菊池敏郎 10,000
匿名 10,000
佃二丁目鈴木猛夫 1,071
中央区更生保護女性会 20,000
匿名 10,000
匿名 1,000
匿名 10,000
金亀糸業株式会社社員一同 13,000 

氏名（敬称略） 金額
田野拓馬 1,001
鈴木邑次 10,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

●一般寄付

氏名（敬称略） 品目と数量
令和3年5月分

ヴイ・サイン
株式会社

検温機能付きハンドスプレー
ディスペンサー　2セット

匿名 タオル 63枚

匿名 紙おむつ 20枚入
1袋、36枚入 1袋

匿名
災害備蓄用非常食　
40食、清涼飲料水
（粉末）　20袋

匿名 タオル 100枚
令和3年6月分

公益社団法人全日本不動産
協会東京都本部中央支部

カードタイプ除菌
スプレー1200個

株式会社モルシス テレフォンカード22枚
匿名 お菓子詰め合わせ
東京シティ信用金庫職員一同 車いす（介助式）3台
匿名 商品券 1万円分
東京銀座ライオンズクラブ 切手 等
匿名 尿漏れパッド16枚入10袋
明治安田生命保険相互会社
千代田支社　八重洲中央営業部 タオル 69枚

みんなのフード
バンク

麦茶（350mlペット
ボトル）480本

株式会社バーニーズジャパン ぬいぐるみ 5個
匿名 タオル 13枚
株式会社ジェイテクト マスク240枚入10箱

令和3年7月分
匿名 タオル 260枚
公益社団法人京橋法人会第８支部 お絵描きうちわ　100本

●物品寄付

ご寄付贈呈式の写真をご紹介します感謝をこめて ̶ご寄付の紹介̶ 

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。

公益社団法人 全日本不動産協会
東京都本部中央支部様

東京銀座新ロータリークラブ
会長佐野正篤様

環境ステーション株式会社様 東京シティ信用金庫職員一同様

明治安田生命保険相互会社 千代田支社
八重洲中央営業部様

21東京パイロットクラブ様

株式会社ジェイテクト様 公益社団法人京橋法人会第８支部様

成年後見支援センター「すてっぷ中央」からのお知らせ

社会貢献型後見人（市民後見人）を
目指す方のための基礎講習

判断能力が不十分な方が安心してその人らしい生活を送れるよう、
親族でも専門職でもなく同じ区民という身近な立場で後見活動を行
う社会貢献型後見人(市民後見人)に期待が寄せられています。あな
たの知識や経験を活かして、社会貢献型後見人（市民後見人）として
地域で活動してみませんか？
対　象 中央区在住の概ね65歳までの方で、社会貢献型後見人

（市民後見人）として活動を行う熱意のある方。
日　程 令和４年１月６日～２月３日、全５日間。

※基礎講習の修了には、全日程の参加が必要となります。

親族向け成年後見講座
　　判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を
守るためには欠かせない成年後見制度について学ぶ講座で
す。今回は成年後見制度の基本的な仕組みや手続きの流れ、
後見人が行う業務内容について、具体例を交えながら２回に
分けて解説します。
日　時 １０月２２日（金）

午前の部　午前１０時３０分～午後０時３０分
午後の部　午後  １時３０分～午後３時３０分

会　場 日本橋公会堂　第３・４洋室（日本橋蛎殻町１-３１-１）

対　象 中央区内在住・在勤の方

対　象 ４０名（先着順）

内　容 午前の部　成年後見制度の基本と申立て手続きについて
午後の部　後見人の活動について
※午前の部・午後の部どちらかのみの参加も可能です。

講　師 司法書士　村田　和也氏
（（公社）成年後見センター・リーガルサポート東京支部所属）

申込方法 １０月１９日（火）までに電話、FAXまたはEメール
（住所、氏名、電話番号、午前・午後・両方のいずれかを記入）
でお申し込みください。

●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

申込方法 各回の申し込み締め切り日までに、電話、FAXまたはEメール
（住所・氏名・電話番号、希望の回を記入）でお申し込みください。

説明会を開催いたします！

第1回

第2回

第3回

9月28日(火)
午後2時～3時30分

9月30日(木)
午後6時30分～8時

10月1日(金)
午前10時～11時30分

日　時

各回
25名

定員

9/24（金）

9/27（月）

申込締切場　所

中央区
社会福祉協議会
3階大会議室

日本橋公会堂
第3・4洋室

（日本橋蛎殻町1-31-1）

月島
社会教育会館

講習室（月島4-1-1）

※社会貢献型後見人（市民後見人）の具体的な活動内容や、基礎講習の内容についてご説
明します。基礎講習の受講を希望される方はいずれかの説明会に必ずご参加ください。
（３回とも同じ内容となります。）

受講生
募集

受講生
募集

ボランティア・区民活動センターでは、区内でボランティア活動への参加・登録を希望する方や団体に、情報紙「月刊キャッチ
ボール」などを通じた情報提供や活動紹介、ボランティア保険加入、団体助成等の活動支援を行っています。その他、ボランティ
ア活動の普及啓発のため、さまざまな講座を開催していますので、ボランティア活動にご興味がある方はお問い合わせください。

始めてみませんか？ キャッチボール 9月号▶

●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
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広告広告

令和３年5月～7月、順不同、敬称略

新規会員の
ご紹介

● 個人会員　870人
● 団体会員　１５1件
● 法人会員　３３件
● 賛助会員　１３件

● 塚田節 ● 佐藤和男　　
● 桐ヶ谷邦子 ● 巴忠雄　　　
● 宮下一典 ● 新井哲男
 他匿名27名

合計　１，０67件

会員数（令和3年7月31日現在）個人会員

● Dream財団
団体会員

●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。

● やる気・元気を直接アピールできます。
● みんなが面接しているので、緊張が軽くなります。
● 一度に複数の会社と会えるので、可能性が広がります。
● 求人内容など聞きたいことが気軽に質問できるチャンスです。
● 不安があっても大丈夫！会場にはシルバーワーク中央のスタッフもおりますので、
　何でもご相談ください。

あなたの働きたいを応援する シルバーワーク中央あなたの働きたいを応援する シルバーワーク中央あなたの働きたいを応援する シルバーワーク中央あなたの働きたいを応援する シルバーワーク中央

採用担当者とすぐに面接できる絶好の機会です！

おおむね５５歳以上の方対象／参加無料／予約制
高年齢者就職面接会のお知らせ!高年齢者就職面接会のお知らせ!高年齢者就職面接会のお知らせ!高年齢者就職面接会のお知らせ!

10月21日（木）午後1時～4時（二部制）
一部　午後1時～2時20分／二部　午後2時40分～4時
（受付開始は一部・二部とも20分前から）

日　時

中央区役所 ８階 大会議室
（築地1-1-1）

会　場 参加社数 10社程度を予定

参加方法 予約制（9/27より電話で予約）
当日は、履歴書複数枚（コピー可・写真
貼付）を持参のうえお越しください。

　✿その他のイベント（予定）✿
10/7 シニアしごとEXPO（新宿NSビル）
11/18 高年齢者再就職支援セミナー（ブーケ21）
R4.1/19 シニア生涯ワーキングセミナー（日本橋公会堂）

●問合せ先 無料職業紹介所 シルバーワーク中央 （月～金 午前9時～午後5時）
TEL：03-3551-9200　ホームページ：http://sw-chuo.com

地域にお住まいの孤立しがちな方、グリーフ（大切な人や物事を
失ったことにより生じるさまざまな反応）を抱えている方に寄り
添い、支えあう方法について学びます。グリーフサポートの基本から
実践例まで幅広く学ぶ２日間の講座です。

「グリーフサポート入門講座」のお知らせ「グリーフサポート入門講座」のお知らせ

〈前編〉10月22日（金）
〈後編〉10月29日（金）

午後１時30分～
午後４時

日にち

社会福祉協議会
3階大会議室

場　所時　間

グリーフとは何か、グリーフサポートの基本をはじめ
心身の疲労の予防や手当をする「セルフケア」の方
法等を学びます。

内　容

髙本眞左子氏
（一般社団法人セルフケア・ネットワーク代表理事）

講　師

中央区在住、在勤の方 ※両日参加が可能な方
対　象

12名（申込み多数の場合は抽選）
定　員

無料
参加費

10月8日（金）までに、電話、FAX、またはEメール（住
所・氏名・電話番号・申込み理由を記入）でお申込み
ください。グリーフやグリーフケアについての悩み、
ご意見、講師への質問などがありましたら、併せて
ご記入ください。

申込方法

●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

未入稿

EVENT CALENDAR

イベントカレンダー

11月

10月
1 金

2 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

ちょこっと相談会（るかなび）
社会貢献型後見人（市民後見人）を
目指す方のための基礎講習説明会

4 月 ちゅうおうボラネット交流サロン

3 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

7 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

14 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

12 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

16 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

17 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

21 木
高年齢者就職面接会
おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

20 水 ちょこっと相談会（喫茶アラジン）

22 金
グリーフサポート入門講座（前編）
親族向け成年後見講座

24 日 中央区健康福祉まつり２０２１

28 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

26 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

25 月 福祉法律相談

29 金 グリーフサポート入門講座（後編）

6 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

1 月 ちゅうおうボラネット交流サロン

4 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

7 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

5 金 ちょこっと相談会（るかなび）

9 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

11 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

18 木
高年齢者再就職支援セミナー
おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

20 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

21 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

25 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

26 金 ニコニコ・ドットコム

19 金 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

30 火 福祉法律相談

5 火 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

ー4ー


	shakyoudayori_2021_9_P1
	shakyoudayori_2021_9_P2
	shakyoudayori_2021_9_P3
	shakyoudayori_2021_9_P4

