
地域のみなさまからお寄せいただ
いた使用済み切手を活用し、登録
ボランティア団体「スタンプの会」
と協力して制作した商品です。

近くに手工芸材料の問屋がある
地の利を活かして、かわいいアク
セサリーをお求めやすい価格で
販売しています。
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●問合せ先　さわやかワーク中央　
　中央区東日本橋2-27-12  両国郵便局合同建物４階　
　TEL：03-3865-3661　FAX：03-3865-3662　
　Eメール：sawayaka@chuo-shakyo-city.jp

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

●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。

おかげさまで中央区社会福祉協議会は令和４年度に法人化60周年を迎えます。
これからも地域の皆様とさまざまなつながりとささえあいをはぐくんでまいります。
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……

おかげさまで中央区社会福祉協議会は令和４年度に法人化60周年を迎えます。
これからも地域の皆様とさまざまなつながりとささえあいをはぐくんでまいります。
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……

さわやかショップでは、障害者就労継続支援（B型）施設「さわや
かワーク中央」利用者の得意分野を活かした自主製品を販売し
ています。

●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い合わせください。
●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。

使用済み切手リユース製品使用済み切手リユース製品 アクセサリー各種アクセサリー各種

●中央区社会福祉協議会（八丁堀4-1-5）１階
●「さわやかワーク中央」（東日本橋2-27-12）4階
●両国郵便局（東日本橋2-27-12）１階※
※不定期：出店日時は中央社協Facebook「ニジノコの部屋」で告知します

APR

さわやかショップさわやかショップ

手作りならでは
個性あふれる
かわいいニジノコを
ぜひお求め
ください

“いろんな商品が見たい”“たくさん買いたい！”
そんなときは「さわやかワーク中央」にお越しください。
事前にお電話いただけると在庫などご案内できます。

販売場所

ニジノコストラップニジノコストラップ
中央社協イメージキャラクターの
ニジノコストラップは人気No.１
中央社協イメージキャラクターの
ニジノコストラップは人気No.１

名刺サイズ
カード入れ
各100円

しおり1枚付
文庫本カバー
200円

使用済み切手
リユース(箱小)
200円～

イヤリング
一組300円

ブレスレット
1個300円

髪どめ
(組み合わせ自由)
2個300円

ストラップ各種
1個100円

ニジノコ
1個300円
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●問合せ先　ボランティア・区民活動センター　TEL：03-3206-0560　Eメール：vc@shakyo-chuo-city.jp

福祉体験講座のご案内福祉体験講座のご案内福祉体験講座のご案内福祉体験講座のご案内
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、アイマスク・車いす・シニア・手話・点字の体験講座を開催し
ています。

令和３年度はコロナ禍であるにもかかわらず、計31講座の申込みがあり
ました。東京パラリンピック2020開幕に影響を受けたこともあり、これ
まで申込み実績のない学校等からも申込みがあるなど、少しずつではあ
りますが “障害”への関心が高まってきているように感じます。

また、民生委員がシニア体験を、保険会社の社員がアイマスク体験を、さ
らにはブライダル企業の社員が手話体験をするなど、体験で得た福祉の
視点を自らの仕事に取り入れようとしている実例もあります。“有志で体
験をしてみたいが、まずは詳細を知りたい”という方もお気軽にお問合せ
ください。

※講座の実施をご希望される場合は、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。

▲シニア体験

▲車いす体験 ▲アイマスク（ゴールボール）体験

▲点字体験

中央区社協だより 4月号［284号］

令和４年度 新規・充実事業

中央区社会福祉協議会の予算・事業計画です

令和４年度 予算

令和４年度の予算と事業計画が、３月に行われた理事会及び評議員会で承認されました。
本年度も、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進していきます。

収入
総額

623,522
［単位：千円］

中央区
補助金
245,781

中央区受託金
181,716

事業収入 9,533

就労支援
事業収入 5,428

障害福祉サービス等
事業収入 36,496

積立資産取崩収入
79,257

その他収入 6,092	

利息収入 8,306

前年度繰越金 16,326 会費収入 2,550
寄附金収入 7,950

東京都社協受託金 16,989

歳末たすけあい
配分金 7,098

支出
（内部取引消去後）

総額
623,522

［単位：千円］

法人運営
211,864

地域福祉
事業等
86,239成年後見

支援
57,229 ボランティア活動推進事業 23,045

高齢者食事サービス 24,306
ファミリー・サポート・センター 27,300

貸付事業 17,222

各種基金 50,007

歳末たすけあい
事業 4,451

さわやかワーク
中央 53,551

障害者就労支援センター 45,123 
シルバーワーク中央 20,430

収益事業 2,755

［単位：千円］

拠点区分 令和４年度 令和３年度 増減額
社会福祉事業本部拠点 536,804 450,904 85,900
社会福祉事業さわやかワーク中央拠点 98,674 100,682 △ 2,008
公益事業本部拠点 20,430 20,404 26
収益事業本部拠点 8,474 7,035 1,439
サービス区分合計 664,382 579,025 85,357
内部取引消去 △ 40,860 △ 40,511 △ 349

合　　計 623,522 538,514 85,008
※対前年度比較 15.79％増

令和４年度 各拠点区分予算

新規  法人化60周年記念事業
　法人化60周年にあたり、記念式典を開催し、感謝状贈呈を通じて功労者
に対する謝意を表すとともに、記念誌編纂等を通じて本会のこれまでの活
動をふり返ります。

新規  区内障害者就労支援事業所による共同受注体制の構築 
　「さわやかワーク中央」では、利用者に支給する工賃水準のさらなる向上
を目的に、単独の事業所では請け負いが困難な大ロットかつ高単価の仕事
を受注するため、区内の障害者就労支援事業所による共同受注体制の構築
を進めます。

充実  権利擁護支援推進のための地域連携ネットワークづくりの取組みの充実
　権利擁護支援を必要とする人を適切な支援につなげられるよう、地域や
福祉、行政等に司法の関係者を加えた地域連携ネットワークづくりの取組み
を推進します。特に「権利擁護支援推進協議会」や「権利擁護支援地域関係
者ネットワーク連絡会」の活性化を図ります。

充実  ボランティア活動団体等助成の充実
　コロナ禍における団体の活動計画変更に臨機応変に対応し、また要件該
当後の新規登録団体への助成を迅速に行えるよう、助成時期を複数回設け
るなど、ボランティア活動団体の活動促進と支援の充実を図ります。

充実  ファミリー・サポート・センター活動時の安全対策の強化
　子どもの預かり場所の定期的な安全点検を行い、安全チェックリストを現
状に即した内容に改善するとともに、全会員への周知を図ることにより、子
どもの事故防止および安全対策の強化を図ります。

充実  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償還業務の充実
　生活福祉資金特例貸付の償還業務に際して、東京都社会福祉協議会と連
携しながら、償還免除や償還に係る手続きの相談等をきめ細かく行うこと
により、コロナ禍による生活困窮者等の生活再建を支援します。

充実  地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター事業の充実
　地域福祉コーディネーターと生活支援コーディネーターが定期的にケース
検討を行い、複合的な課題や地域生活課題の発見・解決に取り組むととも
に、地域住民との意見交換の機会を積極的に設けます。重層的支援体制整
備事業の実施による包括的な支援体制の構築に向け、区と協議の場を設け
て連携強化を図ります。

充実   「さわやかワーク中央」を活用した居場所づくりの推進
　地域住民や障害者等の日中の居場所づくりに向けた取り組みとして、「さ
わやかワーク中央」のスペースを活用した「おとなりカフェ・ちょこっと相談会
（コミュニティカフェ兼福祉相談会）」の開催等を検討します。

令和４年令和４年度度
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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）

ちょこっと相談会ちょこっと相談会
（予約不要・相談料無料）

●相談例●

子どもからおとしよりまで、年代問わず誰もが気軽に立ち寄ることのできるコミュニティカフェと、
社会福祉士の資格を持つ職員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。

おいしいコーヒーや無添加ジュースを片手に参加
者同士での交流を楽しんだり、おひとりでゆっく
りした時間を過ごしていただけます。
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♪

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 １階
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

※新型コロナウイルス感染状況に応じて、ちょこっと相談会のみの実
施となる場合があります。予めご了承ください。また当面の間、
❸るかなび❹喫茶アラジンでは、ちょこっと相談会のみ開催してい
ます。詳細は別途お問い合わせください。

社会福祉士の資格を持つ職員が
相談に応じ、一緒に解決方法を
考えます。

おとなりカフェ・ちょこっと相談会　おとなりカフェ・ちょこっと相談会　

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

●場所●

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

あなたも“ほっとひと息”していきませんか？

❶

❸
❹

❷

スマートフォンの使い方を
教えてほしいわ

特技を生かして地域で活動してみたい！
どこかにいい活動場所はないかしら？

悩みごとの相談先がわからない…
どこに相談したらいいか教えてほしい

●一般寄付
氏名（敬称略） 金 額（円）

令和3年12月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,126
株式会社グローバルケア 10,000
若葉会 10,000
田野拓馬 1,010
匿名 3,995
一般社団法人日本橋倶楽部 100,000
匿名 120,000
匿名 10,000
榮木照明 3,000
匿名 10,000
匿名 2,987
匿名 10,000
新川二丁目越一婦人部 10,000
匿名 300
匿名 1,000
GALLERY AND LINKS 81 12,750
トルナーレライブクラブ 2,665
匿名 2,600
匿名 10,000
臨港消防団 第1分団員匿名 10,000
株式会社一球 100,000
匿名 50,000
匿名 300
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和4年1月分
匿名 5,000
佃二丁目鈴木猛夫 1,006
匿名 150
トルナーレライブクラブ 8,690
匿名 1,000
新井哲男 100,000
匿名 500
田野拓馬 1,111
鈴木邑次 30,000
公益社団法人全日本不動産協会
東京都本部中央支部 100,000
匿名 5,000
匿名 10,000
一般社団法人 
東京都中央区京橋歯科医師会 100,000
日蓮宗東京東部社会教化事業協会 30,000
匿名 400
匿名 1,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

●物品寄付
氏名（敬称略） 品目と数量

令和3年12月分
小伝馬町三の部町会協美会 タオル60枚
匿名 お菓子セット、

お米5㎏
きよみずミチル 絵画
Monzo 渡邉 絵画
根岸慧理子 絵画
―halu― 絵画
成田雅子 絵画
匿名 切手 3,200円分
フジ日本精糖株式会社 車いす9台（介助式8

台、自走式1台）、シル
バーカー3台

鳥居薬品株式会社 テレフォンカード 134枚
千葉銀行 東京営業部 リゾット３種 計100食
匿名 クリスマスツリーセット
明治安田生命保険相互会社 
丸の内支社 赤坂営業所

タオル14枚

匿名 マスク1,680枚

感謝をこめて感謝をこめて 〜ご寄付のご紹介〜 〜ご寄付のご紹介〜
氏名（敬称略） 金 額（円）

令和4年2月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,017
匿名 400
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
勝どき西町会 1,000
匿名 500
田野拓馬 1,111
安藤一雄 500,000
日本橋式典 5,000
匿名 5,000
トルナーレライブクラブ 2,106
匿名 20,000
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（円）

令和4年1月分
匿名 5,000

令和4年2月分
京橋朝海幼稚園PTA 10,000

氏名（敬称略） 品目と数量
令和4年1月分

株式会社ジェイテクト アルファ米（50袋入）2箱、
防災食 いわし煮つけ
(50袋入）2箱

ソニーカスタマーサービス
株式会社

災害非常用備蓄水 4本、
アルファ米2種 8個、
サバイバルパン 3個

中村科学器械工業株式会社 車いす（介助式4台、
自走式1台）計5台

令和4年2月分
京橋朝海幼稚園PTA タオル137枚
埜下隆 リハビリパンツ（Mサイ

ズ・16枚入）１袋、尿取
りパッド（24枚入）２袋、
尿取りパッド（30枚入）
1袋

匿名 タオル　３５枚
サンアグロ株式会社 アルミ製台車 2台、介

助式車いす 6台、ミー
ティングチェア 15脚、
非常用階段避難車 1
台、空気清浄機 1台

ご寄付贈呈式の写真をご紹介します

一般社団法人日本橋倶楽部 様

一般社団法人東京都中央区
京橋歯科医師会 様

GALLERY AND LINKS 81 様

京橋朝海幼稚園 PTA 様

公益社団法人全日本不動産協会
東京都本部中央支部 様　　

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。



赤い羽根共同募金
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●中央区社協だよりは、４・６・９・11・１月の21日に発行し、新聞折込等で配付しています。
●ボランティアグループ「点字友の会」さん、「わかはや会」さんにご協力頂いて点字版・CD版・デイジー版を作成しています。

新規会員の
ご紹介

令和３年１２月～令和４年２月、順不同、敬称略

会員数 

● 個人会員 935人
● 団体会員 　151件
● 法人会員 33件
● 賛助会員 13件
合計　1,132件

新規会員

 （個人会員）
● 稲田和代
● 石渡秀憲
● 西森章江
● 榎本順子
● 檜物正巳
● 大久保辰明
　 他匿名30名 ＊令和４年２月28日現在

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

●問合せ先　管理部（中央区社会福祉法人連絡会事務局）
　TEL：03-3206-0506　FAX：03-3206-0601　Eメール：kakehashi@shakyo-chuo-city.jp

●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 ２階　　
　TEL：03-3206-0560　FAX：03-3206-0601
　Eメール：vc@shakyo-chuo-city.jp

歳末たすけあい募金・赤い羽根共同募金に歳末たすけあい募金・赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

　昨年末に実施しました「歳末たすけあい運動」及び「赤い羽根共同募金」では、町会・自治会等
をはじめ皆さまのあたたかいご支援により、たくさんの募金をいただきました。
　ご協力に心より御礼申し上げます。

歳末たすけあい募金
10,667,043円 内訳：町会・自治会等… 9,731,938円
　　　 　　　個人・団体等……… 935,105円
◆見舞金を贈呈しました。
　［見舞金贈呈額　2,950,000円］
　 内訳：寝たきり高齢者を介護する方…1,855,000円
　 　　　心身障害児の保護者…1,080,000円
　 　　　交通遺児…15,000円
◆地域福祉活動費として令和４年度に使用します。
　［地域福祉活動費　7,098,320円］
　 配分予定事業：ふれあい福祉委員会・いきいき地域サロン活動の支援、ボランティア講座の開催、
　 　　　　　　　ボランティア団体助成、福祉団体等助成、ほがらかサロンの運営など

※配分予定事業については、
　令和３年度第 2回
　配分推せん委員会にて
　承認をいただきました。

使用済み切手・書き損じはがきを集めています！使用済み切手・書き損じはがきを集めています！

中央区内の社会福祉法人による連絡会が平成28年９月に発
足し、令和４年1月現在、20の法人が参加して、地域公益活動に
取り組んでいます。

令和３年度は、コロナ禍で人と人とが直接的に交流できない
状況において、子どもと高齢者・障害者が『おたより』を通じて、
交流を図るプロジェクトを実施しました。14か所の保育園、4か
所の幼稚園と12か所の高齢者施設、4か所の障害者施設が、思
い思いに作成したおたよりを通じて交流しました。

工夫を凝らした、まごころのこもったおたよりに、お届け先で
は笑顔と歓声に包まれました。相手のことを想いながら作ったお
たよりが、地域のつながりへと広がっていく、本活動を通じてさ
まざまな人にその優しさを感じていただければと考えています。

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。

◎詳しくはお問い合わせください。

台紙や封筒から剥がさ
ずに5mmから10mm
ほど余白を残して切り
取ってください。

未投函の郵便はがきが対象で
す。年賀状については住所欄が
明らかな書き損じか白紙のもの
を受け付けています。

使用済み
切手

書き損じ
はがき

中央区社会福祉法人連絡会主催

クリスマスに合わせて
保育園・幼稚園にお届け
クリスマスに合わせて
保育園・幼稚園にお届け

連絡会参加法人（順不同）：
シルヴァーウィング/賛育会/わとなーる/長岡福祉協会/トーリケアネット/
奉優会/東京都手をつなぐ育成会/信和会/済聖会/清香会/幸福義会/東
京児童協会/道輝会/ひかりの子/ちとせ交友会/木下財団/朝日新聞厚
生文化事業団/清水基金/松の花基金/中央区社会福祉協議会

敬老の日に合わせて
高齢者施設・障害者施設
にお届け

敬老の日に合わせて
高齢者施設・障害者施設
にお届け

“まごころ”“まごころ”「おたよりでつなぐ「おたよりでつなぐ プロジェクト」プロジェクト」

2,987,738円 内訳：町会・自治会等… 2,852,305円
 　　　個人・団体等……… 135,433円
新型コロナウイルス感染拡大防止に関する事業、福祉施設の設備・備品整備、福祉団体への活動支
援、大規模災害発生時の備え等、地域のニーズに応じて配分推せん委員会で使いみちを審査して配分
しています。
◆地域配分：地域福祉の向上を目的として、募金額の一定割合を地域で活用しています。
　[区内の福祉団体・施設への令和４年度配分内訳：配分先 8団体／配分総額　1,070,000円]

5月 1 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
6 金 ちょこっと相談会inるかなび
7 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
9 月 ちゅうおうボラネット
10 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
12 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
15 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
19 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
21 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

23 月 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション（勝どき）
福祉法律相談

24 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
26 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
27 金 ニコニコドットコム

6月 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 in 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)
6 月 ちゅうおうボラネット
9 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
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 in 喫茶アラジン
16 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
17 金 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション
18 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
19 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

21 火
第１回高年齢者就職面接会（産業会館）
ファミリー・サポート・センター提供会員登録時講習会（日本橋）
福祉法律相談

23 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
24 金 ニコニコドットコム
28 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
30 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）


