
●募金の問合せ先　管理部庶務課　ＴＥＬ：03-3206-0506　ＦＡＸ：03-3206-0601

今年も１２月１日から「歳末たすけあい募金」が始まります。この募金は、町会・自治会など
地域住民の方々の協力により実施され、中央区内の地域福祉活動に活用されます。

みなさまのあたたかいお気持ちを
ぜひお寄せください。

◆各町会・自治会の担当の方へ
募金の方法は各町会・自治会によって異なりますので、ご確認ください。
◆窓口へ
社会福祉協議会、区役所４階生活支援課、日本橋特別出張所、
月島特別出張所で募金を受け付けています。

◆郵便局へ
郵便局で使える振込用紙をご用意しています（振込手数料はかかりません）。
ご希望の方には振込用紙を郵送いたしますので、お問い合わせください。
◆銀行へ
下記口座で募金を受け付けています（振込手数料がかかります）。
ゆうちょ銀行　０１９（ゼロイチキュウ）店
当座　０３１５７４５　口座名義：社会福祉法人　中央区社会福祉協議会

募金をするには…

歳末たすけあい運動
にご協力お願いします

令和
３年度

募金運動期間：１２月１日（水）～12月３１日（金）

「つながり ささえあう みんなの地域づくり」

◆街頭募金で
１２月上旬に社会福祉協議会職員による街頭募金を予定しています。場
所・日時は、決定次第、社会福祉協議会のホームページ及びフェイスブッ
クでお知らせしますのでご確認ください。また、ご協力いただいた企業・
店舗にも募金箱を設置していますのでご利用ください。

◆auPAYで
今年度よりauPAYからも募金ができるようになりまし
た。auPAYアプリをインストールの上、右のQRコード
からご利用ください。（領収書は発行されませんので、
領収書をご希望の方は窓口、郵便局の振込用紙、銀行
振込をご利用ください。）

募金の使いみち

歳末たすけあい運動のPRを目的に、募金箱を設置してくださる企業や
店舗を募集しています。社会貢献にぜひご協力ください。

◆見舞金
寝たきり高齢者を介護する方、在宅心身障害
児の保護者、交通遺児を対象に見舞金を贈呈
します。

◆地域福祉活動費
中央区内の福祉団体や施設、ふれあい福祉委員
会、いきいき地域サロン、登録ボランティアグルー
プなどに助成金として支出します。そのほか、社
会福祉協議会が実施する事業に使われます。

◆事務費
チラシ等の印刷、見舞金の郵送料、募金の振込
手数料などに使用します。 ※事務費は募金総額の
10％以内と決められています。

●募金箱を置くようになったきっかけは？
　主任児童委員をしていた関係で置くようになりました。いつもお世話になっているか
らという高齢の方や、親御さんが子どもにせがまれて募金してくれたりしています。

●お店は長いですか。
　68年です。おでんを買いに来てもらうだけでなく、一言二言言葉を交わすことで、来てよかったな
あと思ってもらえるよう心がけています。コロナ禍で、会社帰りの方は減ったけど、近くに増えてきた
マンションに住む家族が、夕飯にと見えることが多くなりました。
　若い方は、お店の私たちより「ありがとう」を言うことが多いです。お会計したあと、商品を受け取る
のを忘れる人がいるので「からしをお入れします」と声をかけますが、「はい」でなく「ありがとうござ
います」といった調子で。3.11の東日本大震災以降、急にそんなことが増えました。

●地域の変化で感じることはありますか。
　子どもからのあいさつが少なくなってきたかな。できる子はずっとし
てくれますけど。3.11のあと、世の中全体が優しくなりましたが、何かきっ
かけがないと難しいのかもしれません。迷子の女の子と交番まで一緒に
行ったことがあります。実は近所のマンションに住んでいるお子さんだっ
たので、その後はご家族と顔見知りの関係になりました。
　これからも人形町は人形町らしく、みなさんに来てもらって喜んでも
らえるまちだったらいいなと思います。来てよかった、楽しかったって。

令和２年度募金総額
10,963,234円

地域福祉活動費
（令和3年度使用）
7,182,128円

見舞金
3,070,000円

事務費
711,106円

本会事業にご協力いただいている
事業所のみなさまをご紹介します

事業所特集号事業所特集号

毎年募金箱を設置してくださっている店舗の方にお話を伺いました！
人形町　おでん「美奈福」さん

歳末募金が
使われています

ふれあい福祉委員会活動

街頭募金は中止となりま
した。
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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。



障害のある方の一般企業へ就労する機会を広げ、就労後も安心して働き続けられるように、専任の
コーディネーターが就労や生活に関する支援を行います。

中央ぷらねっと 
～地域とともに歩む～

●中央区在住の就労意欲がある障害のある方やそのご家族
●障害者雇用を推進する事業主

中央区障害者就労支援センター中央区障害者就労支援センター

利用できる方

ファースト・ファシリティーズ・チャレンジド
（三井不動産ファシリティーズ株式会社 特例子会社）

田中 秀徳部長・谷元 瑞香指導員

●利 用 料：
●利用日時：

無料　※就職活動等にかかる交通費やその他必要な実費は自己負担です。
月～金  午前8時30分～午後5時（祝日・年末年始を除く）
※相談は予約制です。事前にお問い合わせください。

利用方法（登録制）

●問合せ先　中央区障害者就労支援センター　TEL：03-3865-3889　FAX：03-3865-3662　Eメール：work@shakyo-chuo-city.jp

●問合せ先　
ボランティア・区民活動センター（中央ぷらねっと事務局）　
TEL：03-3206-0560　FAX：03-3206-0601　
Eメール：vc@shakyo-chuo-city.jp

左：田中秀徳部長・右：谷元瑞香指導員

清掃の様子

【ワーキンググループ活動】
クリーンアップ＆
ウォークラリー

ファースト・ファシリティーズ・チャレンジドについて
教えてください。

中央ぷらねっと（中央区社会貢献企業連絡
会）は区内に拠点を置く有志企業で構成さ
れた組織です。
平成６年に発足し、今では企業同士の情報
交換にとどまらず、ワーキンググループ活動
など、「地域とともに歩む」ことをコンセプト
に､参加企業が主体性を持って区内で様々
な地域貢献活動を企画・実施しています。

【中央ぷらねっと会員企業】
アルカディア、清水建設

（中央区社会貢献企業連絡会）

田中部長：三井不動産ファシリティーズグループの特例
子会社です。2006年に設立し、今年で16年目になりま
す。現在社員が41名在籍しており、指導員が5名、障害
のある社員が36名です。親会社が直接雇用している障
害者社員3名を加え39名のメンバーで業務を行ってい
ます。業務内容は主にビルの清掃ですが、一部メール室
で郵便の受け渡し、社内便の配達も行っています。

当センターを利用している企業の方に
お話を伺いました！

中央区障害者就労支援センターとの連携について
どのように感じていますか。

谷元指導員：就労支援センターとは長いお付き合いで、何でも言い合える助け合え
る関係を築けていると感じています。現在、中央区在住のメンバーは3名ですが、
仕事上のミスを上手く報告できなかった等の際に会社に言いづらいことがあれ
ば、会社との間に入ってもらい本人の気持ちを一緒に整理するなどフォローして
もらっています。そのことを会社と情報共有し今後の対応について細かく相談が
できているように思います。また体調面や家庭への支援も協力して行っています。

障害者雇用への思いを教えてください。
田中部長：多くの社員は特別支援学校を卒業してすぐに仕事をするということ
で、会社人として成長することに併せて、日常生活のマナーなどを含めて社会
人としても成長して、将来は自立した生活をしていけるようになってほしいと
考えています。そのために会社もメンバーと一緒に仕事をしていくことを目指
しており、会社も一緒に成長していきたいと考えています。

中央区企業として地域への思いはありますか。
谷元指導員：中央区に会社を構え、三井不動産のおひざ元で39名のメンバーが
胸を張って活き活きと働いています。周辺には百貨店や商業施設も多く、お出
かけの際にメンバーを見かけることがありましたら仕事ぶりを見て、お声をか
けていただけると有難いです。

働くメンバーに期待することを教えてください。
谷元指導員：社会人として、企業人として、成人として胸を張って生きていくこと
です。そのために仕事を頑張ってもらいたいですし、私たちもフォローアップを
していきたいと思っています。障害の有無に関係なく悩みや困ることはあると
思いますが、一人で抱えることなく就労支援センターや会社と環境を整えて
いってほしいと考えています。また、会社の名前を背負って仕事をしているとい
う意識を持って、より自分たちの良いところを伸ばせるよう頑張ってほしいで
す。親御さんに心配をかけないようにすることも大切です。

今後の展望をお聞かせください。
田中部長：中央区日本橋を中心に三井不動産が再開発を進める中で今後グルー
プ会社が拡大していくと、それに伴いファースト・ファシリティーズ・チャレンジド
の雇用も拡大していかなくてはいけません。10～20年先を考えれば、今の倍ほ
どのメンバーになるだろうと思います。メンバーをしっかり育成していくと共に
会社も成長して、地域にも貢献できるような会社になることを目指しています。

感謝をこめて̶ご寄付の紹介̶ 

氏名（敬称略） 金額
令和3年8月分

佃二丁目鈴木猛夫 1,082
匿名 10,000
株式会社グローバルケア 10,000
田野拓馬 1,111
匿名 4,076
匿名 11,805
鈴木邑次 10,000
匿名 1,000
安藤一雄 88,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和3年9月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,093
田野拓馬 1,111
田中佐智子 20,794
匿名 20,000
鈴木邑次 10,000
匿名 10,000
匿名 1,000
匿名 10,000
匿名 50,000
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8月分

稲畑産業株式会社 クオカード（1,000円×100枚、
2,000円×100枚）

東川智津子 タオル 4枚
匿名 タオル 400枚
匿名 切手 2,059 円分
公益社団法人
京橋法人会

ぎんざ寄席チケット20枚
（1,000円×20枚）

令和3年9月分
公益財団法人
報知社会福祉事業団

報知端唄鑑賞会招待券
20枚

中央日土地アセット
マネジメント株式会社 商品券（1,000円×30枚）

株式会社ディアーズ 除菌ジェル360本

●物品寄付
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氏名（敬称略） 品目と数量
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令和3年9月分
公益財団法人
報知社会福祉事業団

報知端唄鑑賞会招待券
20枚

中央日土地アセット
マネジメント株式会社 商品券（1,000円×30枚）
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令和３年８月～９月、順不同、敬称略

新規会員のご紹介

● 永井春菜　　● 大内誠
● 山路由美   　● 松下ナオミ
　他匿名15名

個人会員

東京中央新ロータリークラブ

法人会員

本会事業にご支援いただいている法人会員様をご紹介します

▶社会福祉法人信和会
　クローバーズ・ピア日本橋
▶株式会社静文堂
▶公益社団法人全日本不動産協会
　東京都本部中央支部　
▶株式会社サンキュウ・ウィズ
▶一般社団法人
　セルフケア・ネットワーク
▶公益社団法人日本図書館協会
▶株式会社八重洲とよだ
▶株式会社０段差
▶株式会社日本クリード
▶ヴイ・サイン株式会社
▶社会福祉法人シルヴァーウイング

▶宗教法人大観音寺
▶東京保健生活協同組合
　鉄砲洲診療所
▶さわやか信用金庫日本橋支店
▶日本橋プラザ株式会社
▶公益社団法人日本橋医師会
▶公益財団法人モラロジー研究所
　日本橋モラロジー事務所
▶株式会社丸昌
▶MS＆ADインシュアランス 
　グループ ホールディングス
　株式会社
▶株式会社ヤマダクリエイティブ
▶有限会社三谷葬儀社

▶有限会社タンプルタン
▶東京都行政書士会中央支部
▶TRY株式会社
▶HLB Meisei有限責任監査法人
▶株式会社グローバルケア
▶一般財団法人東京水産振興会
▶公益社団法人中央区医師会
▶株式会社山城町吉田
▶東京中央新ロータリークラブ

他匿名 ３件

会員数 ３3法人
（令和3年９月末日現在)順不同、敬称略

　本会の活動は、皆さまからの会費や寄付金で支えられています。ぜひ、より多くの企業の方々に、地域社会の一
員としてご支援ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

＜年会費＞ 個人会員  1,000円以上　団体会員 3,000円以上　法人会員 10,000円以上　賛助会員 5,000円以上
個人・団体の方のご入会も募集しております

●問合せ先　管理部庶務課　ＴＥＬ：03-３２０６-０５０６

合計　１,079件

● 個人会員　882人
● 団体会員　１51件
● 法人会員　  ３3件
● 賛助会員　  13件

会員数
（令和3年9月30日現在）

概ね５５歳以上の方ならどなたでもご利用いただけます。

●問合せ先　無料職業紹介所 「シルバーワーク中央」　TEL：03-3551-9200　FAX：03-3553-5531
　開所日時：平日午前９時～午後４時　電話受付時間：平日午前９時～午後５時

地域に根差し、シニアが安心して働ける求人案件を求め、独自求人開拓をしています。

面接会や再就職活動に役立つセミナー等のイベントを開催しています！

採用担当者とすぐに面接ができる絶好の機会です！
一度に複数の企業と会えるので、可能性が広がります！

就職面接会 再就職支援セミナー

講師から再就職活動に向けた、応募書類の書き方や
面接のポイントなどを聞くことができます！

無料職業紹介所無料職業紹介所 シルバーワーク中央 シルバーワーク中央

本事業を利用されている企業の方と、就職された方々にお話を伺いました

●シルバーワーク中央を利用したきっかけを教えてください。
佐藤さん：区報を見たのがきっかけです。職員の方に「佐藤さんにおすす
めの求人があるよ」と紹介していただきました。
川北さん：ハローワークと併用して求人をしていました。シルバーワーク中
央の職員の方がお店の雰囲気を理解してくれているので、合った方を
紹介してもらえます。紹介頂いた方は、勤勉な方が多く安心して仕事を
任せられます。

●働いていて、楽しいことなど教えてください。
佐藤さん：出勤してから帰るまで、ずっと楽しいです。レジ等の機械操作
は不安でしたが、周りのスタッフの方が根気強く教えてくれたので、覚
える事ができました。お客様とのやり取りも楽しいです。

川北さん：接客や調理など、本人がやりたい事を尊重しながら担当業務
を決めています。雇用側として、本人がやりがいを持てるようにするこ
とも、仕事を覚え、続けてもらう上で大切だと思っています。

●働きたい高年齢者の方へのメッセージを
　お願いします。
佐藤さん：年齢を考えると不安な事はたくさん
あると思いますが、思ったらまずやってみる
ことって大切だと思います。やってみたら意
外と自分に合っているかもしれないですよ。

●印刷業界を退職されてから人生初の調理職に転職されたそうですが、
いかがですか。
𠮷村さん：退職を機に幼少の頃から興味が
あった調理職に挑戦したいと思い、シルバー
ワーク中央を訪れました。その時に「このお
店ならあなたにぴったり」と職員の方が自信
を持って紹介してくれたのが太常です。包丁
の握り方から丁寧に教えてもらい、今は天ぷ
らを揚げるのを任されています。この先できる調理が増えて仕事が楽
しくなっていく時期だと思うので、これからも頑張って働きたいです。

株式会社太常　川北 操 様
同社勤務　　　佐藤 孝子 様
　　　　　　　𠮷村 清一 様

左：佐藤さん
右：川北さん
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2 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

3 金 ちょこっと相談会（るかなび）

4 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

5 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

16 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

18 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

9 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

6 月 ちゅうおうボラネット交流サロン

14 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

15 水 ちょこっと相談会（喫茶アラジン）

19 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

23 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

21 火 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

22 水 福祉法律相談

EVENT CALENDAR

イベントカレンダー

1月

12月 1 水 歳末たすけあい募金運動開始

17 金 場づくりミニ講座

28 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

11 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

6 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
成年後見制度入門講座

7 金 ちょこっと相談会（るかなび）
虹のサービス協力会員登録オリエンテーション(夜間）

26 水 場づくり入門講座②
ボランティアのための傾聴講座②

24 月 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（勝どきデイルーム）

13 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

15 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

16 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

19 水
場づくり入門講座①
シニア生涯ワーキングセミナー(日本橋公会堂）
ボランティアのための傾聴講座①

20 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

25 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

27 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

28 金 ニコニコ・ドットコム

●申込み・問合せ先
ミニ講座は12月16日（木）までに、入門講座は12月24日（金）
までに、電話、FAX、Eメール、入力フォーム（本会ホーム
ページ）で 氏名・住所・電話番号・託児希望 をご記入の上、
お申し込みください。

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
本会ホームページ：
https://www.shakyo-chuo-city.jp/

場づくり入門講座（5回連続講座）
“居場所づくり”に興味がある方や現在の活動をより良くしたいという方に向けて、場づくりのきっかけやヒ
ントのつまった講座を開催します！ ※オンラインでの開催はありません。

場づくりミニ講座
下記の場づくり入門講座の前段として、場づくりの魅力や楽しさを発信する講座です。入門講座への参加を
迷われている方におススメです！（ミニ講座にご参加いただかなくても入門講座への参加は可能です。）

講師：NPO法人れんげ舎 長田 英史氏

第1回
回 日にち 時間 場所 テーマ

第2回
第3回
第4回
第5回

1月19日（水）
1月26日（水）
2月  2日（水）
2月16日（水）
2月25日（金）

「わたしのやりたいこと」をカタチにする場づくりとは？
「個人の想い」と「組織活動」をつなげるには？～組織運営の基本～
ゼロから新しい場をつくるには
わたしの「場づくりプラン」発表会
具体的な活動にむけて～場づくり活動相談会～

日本橋公会堂
第1・2洋室

（日本橋蛎殻町
1-31-1）

午後2時
〜

4時30分

対象：区内での居場所づくりや地域活動に興味・関心のある方　参加費：無料　定員：15名（抽選）

対象：区内での居場所づくりや地域活動に興味・関心のある方　参加費：無料　定員：50名（抽選）

学校に通うお子さんが借受人になり、世帯の生計中心者が連帯借受人となります。お子
さんが学校卒業後に返済する制度です。

◇無利子　◇連帯保証人：原則不要　◇貸付対象は未払い分のみ　◇据置期間：卒業後6ヵ月以内
◇返済期間：14年以内　◇教育支援費について上記月額で不足の場合は、1.5倍まで貸付可　
◇民生委員の面接があります。

●問合せ先 管理部庶務課  
TEL：03-3206-0506　FAX：03-3206-0601

※どちらの貸付にも所得基準などの要件があるほか、審査には一定の時間がかかり
ます。ご利用を検討の際には、事前にお電話にてご相談のうえ、来所予約をお願い
します。中学３年生・高校３年生等の受験生がいるご世帯を対象に塾代や受験料の貸付を

無利子で行います。高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます。

近くに住む人たちが
気軽に集える
居場所を作りたい

子育てママ同士の
集まりがほしい

今の活動をもっと
よくできないかな…

趣味や特技のサークル
活動を立ち上げたい

●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

成年後見制度入門講座
「成年後見制度の
基本理念と概要」

日　時 令和４年１月６日（木）
午前１１時１５分～午後１時１５分

場　所 中央区社会福祉協議会 ３階 会議室

講　師 弁護士　小笹　勝章氏（第二東京弁護士会所属）

対　象 区内在住・在勤者で、成年後見制度に関心のある方

申込方法 令和３年１２月2３日（木）から令和４年１
月４日（火）までに電話、FAXまたはＥ
メールでお申し込みください。

費　用 無料 定　員 １０名（先着順）

内　容
「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（全５日間）のうち、「成年後見制度と
は何か」、「法定後見と任意後見の違い」、「後見人
の役割」など、成年後見制度の基本を学ぶ講義につ
いて、一般聴講生を募集します。

聴講生募集

あなたの欲しい居場所を
カタチにしませんか？

〇世帯の生計中心者の方
に貸付を行います。
〇原則、別世帯の連帯保
証人が１名必要です。
（困難な場合はご相談
ください。）
〇世帯単位での収入要件
があります。

受験・進学費用貸付のご案内

200,000円
（2021年4月から受験までの受講料）

貸付対象 貸付限度額

学習塾等
受講料

中学3年生
高校3年生等

27,400円（4校分まで）
1校あたりの受験料は上限23,000円中学3年生

高校3年生等
受験料

80,000円

学　　校
高校・専修学校（高等課程）

高等専門学校・短期大学・専修学校（専門課程）
大　　学

35,000円／月
60,000円／月
65,000円／月

教育支援費 上限額（原則）入学金 上限額

500,000円

本会では、低所得世帯を対象に「受験生チャレンジ支援貸付（塾代、受験料）」、「教育支援資金（入学金、授業料）」の貸付を
行っています。費用のことで受験や進学をあきらめる、その前に、まずはお気軽にご相談ください。

入学金・授業料 など

塾代・受験料

教育支援資金貸付

受験生チャレンジ支援貸付

＊他制度（母子及び父子福祉資金、日本学生支援機構、高等教育の修学支援新制度等）が利用でき
る方は、そちらの利用が優先となります。

※オンラインでの参加が難しい場合には
下記までお問い合わせください。

託児サービス付き
※生後3ヵ月以上・要予約・無料
託児サービス付き
※生後3ヵ月以上・要予約・無料

12月17日（金）午後2時～3時　オンライン限定（Zoom）日時

広告広告

●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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