
夏休み福祉・ボランティア体験「イナっこ教室2022」を中央区立小・中学校
の夏休み期間に合わせて実施します！
この夏、福祉ボランティア体験に参加して、あなたも「イナ」っこから「ボラ
（ンティア）」に成長しませんか？（「イナ」は出世魚「ボラ」の幼名です。）
受付方法・期間・活動内容などについては、７月頃に本会ホームページに掲
載します。
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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。

●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、各記事の問合せ先にご確認ください。
●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。

JUN

各部紹介＆
インタビュー

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

7月24日（日）～8月28日（日）
福祉・ボランティアに関心のある中央区在住・在勤・在学の小
学生以上の方
※小学校低学年（３年生まで）は一部の体験メニューのみ参加可能
無料
※ボランティア保険料（350円）、交通費、食事代等が発生する場合
は参加者の負担になります。

▲芝生育ての
　ボランティア

高齢者施設へ贈る▶
風鈴制作

実施期間
対　　象

参 加 費

「イナっこ教室２０２２」のお知らせ「イナっこ教室２０２２」のお知らせ

特大号

過去の
イナっこ教室
の様子

3～6面にて掲載
各部の事業について、関わりのある方の
インタビューを交えてご紹介しています。

日 時

行 き 先

対 象

参 加 費7月31日（日）雨天決行　※荒天等中止による振替日：8月21日（日）
●集合　8時30分　区役所前
●解散　18時（予定）

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

次の条件を満たす世帯
①中央区内在住のひとり親家庭で子どもが４歳（平成
　31年4月1日以前生まれ）から中学生までの世帯
②振替日に参加可能な世帯

80名（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

主 催

１世帯2,000円(入園料など)

6月30日（木）（必着）までにはがき（１世帯
１枚限り）またはEメールで、以下を記載し申し
込む。
①研修名
②住所・電話番号
③参加者全員の氏名（ふりがな）・性別・生年月日
④過去の参加回数（記入例：参加したことがない・
　1回・2回・3回以上）
＊参加にあたっての注意事項をホームページに掲載してい
ます。必ずご確認の上、お申し込みください。

中央区社会福祉協議会／
中央区ひとり親家庭福祉協議会

●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　TEL：03-3206-0120　Eメール：family@shakyo-chuo-city.jp

夏休み福祉・ボランティア体験

「ひとり親家庭日帰りバス研修」のご案内「ひとり親家庭日帰りバス研修」のご案内

定 員
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●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

成年後見支援センター「すてっぷ中央」から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

７月９日（土） 13時から15時まで
中央区役所８階大会議室
※手話通訳者と要約筆記者の配置が
　あります。

司法書士　稲岡　秀之
（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）

120名

７月９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３組

中央区役所８階会議室ほか
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
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の司法書士
18組（先着順）

成年後見支援センター講演会１ 成年後見制度無料個別相談会2
　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。

あなたらしい老後を過ごすために
～自分で決める自分の未来  相続・遺言と任意後見制度～

申込先着順、7/4（月）までに、電話、FAXまたはEメー
ル（住所・氏名・電話番号、 は希望の回も記入）でお
申し込みください。

１ 2
2

日　時

申込方法

会　場

講　師

定 員

日　時

場　所

対 象

相談員

定 員

令和３年度に実施した新規・充実事業

令和3年度事業・決算のご報告
事　業　名 実施内容・実績

新規
「第2期地域福祉活動計画」
「社協発展・強化計画」
の推進

中央区地域福祉活動計画推進評価委員会において、第１期計
画について４つの具体的な取り組みごとに、実績や課題をふま
えた評価を行い、報告書を作成しました。また、新たに策定さ
れた第２期計画の推進に必要な、社協として取り組むべき事業
や組織・経営基盤の強化に向けた計画である、社協発展・強化
計画を策定し、既存事業の見直しや新たな事業の創出に取り組
んでいます。

新規
日本橋地域における居場所
づくり

日本橋浜町３丁目に多世代交流スペース『はまるーむ』を開設
し、「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）」を実施するなど、多世代交流及びアウトリーチの
拠点として活用しました。
また、地域支えあいづくり協議体（日本橋地域）等他機関との
連携し、地域課題の解決に向けた取り組みを行いました。

来所者数：延766名�
相談件数：71件
地域活動の取り組み：高齢者を対象としたスマホ相談会、交流
会の開催、おとしより相談センターが実施する事業への場の提
供、未就学児を対象とした「からだのおはなし会」の開催等。

新規
中央区地域生活支援拠点と
しての機能強化

中央区の地域活動支援拠点等（ネットワーク）に、さわやかワー
ク中央は「体験の機会・場」として、中央区障害者就労支援セン
ター（指定特定相談支援事業）は、緊急時の受け入れ対応等相
談機能を担う事業所として、登録しました。

地域生活支援拠点登録事業所連絡会への出席：２回

充実
成年後見支援事業の充実

地域で活動する権利擁護支援の関係者に対して、中央区にお
ける成年後見制度利用促進についての情報提供を積極的に行
い、制度への理解促進に取り組みました。また、高齢者・障害者
など、支援を必要とする人を早期に発見して適時適切な支援に
つなげ、地域で見守ることができる体制を整えるため、専門職
団体や地域の関係者が集い、協働する「権利擁護支援地域関
係者ネットワーク連絡会」を創設しました。

開催日時：令和３年12月23日（木）�
参加団体：23団体　出席者数：34名

充実
災害ボランティアセンター
機能の充実

大規模自然災害発生時に災害ボランティアセンターを円滑に設
置・運営できるよう、区との連携強化を図るため、区の関連部
署および銀座ブロッサム指定管理者との３者協議を初の試みと
して行い、現状における課題点等を共有しました。また、ボラン
ティア向け講座とセンター運営訓練の連動性を高めたことで、
４名の講座受講者が訓練にも参加し、より実践的なスキルアッ
プにつながりました。

●令和3年度　決算額（前年度比較）� (単位：円)

拠点区分 令和３年度決算額
（内部取引消去前）

令和２年度決算額
(内部取引消去前) 増△減

社会福祉事業本部 392,197,635 368,720,877 23,476,758
社会福祉事業
さわやかワーク中央 87,928,265 86,274,346 1,653,919

公益事業本部 18,541,933 19,229,248 △687,315
収益事業本部 8,211,507 7,027,002 1,184,505
内部取引消去 �△24,860,807 △20,199,251 △4,661,556
合　計 482,018,533 461,052,222 20,966,311

●貸借対照表（法人全体） � (単位：円)
資産の部 負債の部

科　目 当年度末 科　目 当年度末
流動資産 171,725,768 流動負債 71,933,213
現金預金 159,945,416 未払金 53,672,947
未収金 11,383,912 預り金 5,059,659
前払金 396,440 前受金 29,000

未払法人税等 732,800
賞与引当金 12,438,807

固定資産 860,561,521 固定負債 129,011,303
基本財産 3,000,000 退職給付引当金 129,011,303
有形固定資産 14,809,567 負債の部　合計 200,944,516
無形固定資産 597,688 純資産の部
投資有価証券 1,926,727 基本金 3,000,000
退職給付引当資産 129,011,303 基金 709,495,436

基金積立資産 709,495,436 次期繰越活動増減
差額 118,847,337

差入保証金 1,720,800 純資産の部　合計 831,342,773

資産の部　合計 1,032,287,289 負債及び純資産の部
合計 1,032,287,289



－3－

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
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●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
　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
　無料職業紹介所「シルバーワーク中央」　TEL：03-3521-9200  FAX：03-3206-0601

管 理 部
各部紹

介＆インタビュー

以前社協でお勤めされていたことについて
社会福祉法人 奉優会に入職して10年以上経
ちます。その前は中央区社協に勤めていました
が、そこでの経験が今でも役に立っています。
社協では「虹のサービス」を担当していました。
最初は、買い物や掃除等の生活に関する困りご
とがある人に対し、ボランティアを探す仕事だと
思っていましたが、協力会員（ボランティア）の
方々は「地域とのつながり」を大切にされて活動
していると思うようになりました。
例えば、私が退職した後の話ですが、東日本大
震災が起きた当時、協力会員の方々が利用者宅
を訪問したり、電話で安否確認を自然にしてくれ
たという話を聞きました。
地域でつながりを作ろうといっても、具体的に
見えにくいものですが、いざというとき心の支え
になってくれる人を地域に作ることができたとい
う成果を目の当たりにし、社協だからこそできた
ことだと思いました。
　
マイホームはるみでは、どのような「地域と
のつながり」がありますか
マイホームはるみは晴海保育園と晴海中学校
が同じ建物内にある施設です。コロナ禍になる前

は、お誕生日会や車いす体験を開催する等、定期
的に交流していました。
ひとつ印象的な出来事として、中央区社会福祉
法人連絡会の「福祉体験合宿」で受け入れた児
童の中に、ここの保育園を卒業したという男の子
がいました。その子が利用者さんに話しかける
際、膝をついて、「僕は〇〇と申します。お名前教
えていただいてもいいですか。」と相手の利用者
さんに目線を合わせて話しかけていました。その
姿をみて、ここはそういった子どもたちを育てら
れる場所なんだ、その男の子だけでなく、もっと
たくさん育てていきたいと思いました。
このコロナ禍で2年程子どもたちと関わる機会
がなくなってしまいました。この施設のいいとこ
ろが活かせていないと感じます。マイホームはる
みには、入居者の幸せはもちろん、福祉の「気持
ち、視野、想像力」といったものを育む場の役割
もあると思っています。

今後の中央区の地域福祉について「こうし
たい」と思うことはありますか
もっと地域の方と関わる機会が欲しいです。マ
イホームはるみの入居者は、外出できる方が限ら
れていますが、ボランティアとして来ていただけ
れば、地域の人と関わることができます。

また、町会との関係を強くしたいです。マイホー
ムはるみは、近隣の町会と晴海中学校、晴海総合
高校と災害時の協定を結んでいます。有事の場
合は、応援に来てくれることとなっており、年に一
回、合同で避難訓練を行っています。晴海中学校
とは、ベランダがつながっているため、職員だけ
でなく、生徒さんも、入居者の避難を手伝ってく
れるようになっています。
そういった有事の場合だけでなく、日頃の困り
ごとを町会と共有できれはよいと思いますが、関
係を深めるために、社協がパイプ役になって欲し
いです。
先日（3月16日）の地震は夜中に起きたので、
入居者は就寝していたため、大きな被害はありま
せんでした。ただ、深夜帯は職員数が限られてい
るため、今後深夜帯に災害が起きると考えると、
不安なことが多いです。区全体で有事の備えに
ついて、考える必要があると感じています。「災害
に強いまちづくり」という点についても、社協が
先頭に立ってくれたらと期待しています。

岩崎くみさん岩崎くみさん

● 庶務課
　社協会員の募集や寄付の受付のほか、中央区の地域福祉活動の指
針となる「地域福祉活動計画」の策定、シルバーワーク中央での高年
齢者の職業紹介、その他社協の運営管理全般と、業務は多岐にわたり
ます。

● 地域ささえあい課
誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、生活上のお困りご
とや地域活動についてのご相談にのります。地域共生社会づくりを目
指し、住民の皆さんとともに、地域課題の解決に向けて、動いていき
ます。

▲第2期中央区社会福祉活動計画策定委員会グループ
　ワーク風景

◀第2期中央区
　地域福祉活動計画

▲中央区社会福祉法人連絡会「福祉体験合宿」の様子

岩崎さん、お忙しい中ありがとうございました！
岩崎さんの地域に対する熱い想いにとても
感銘を受けました。今後も「地域とのつなが
り」を広げられるよう共に活動していけたら
と思います。

★１ 中央区地域福祉活動計画とは　
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計画です。
★２ 中央区社会福祉法人連絡会とは
平成28年9月に発足した区内社会福祉法人による連絡会で、地域の課題解決に向け連携して地域公
益活動を行っています。（令和4年4月現在 区内20法人が参加）

管理部は、庶務課と地域ささえあい課で構成されています。

今回は中央区地域福祉活動計画★１
の計画策定委員として、また、区内の
社会福祉法人連絡会★２のメンバー
のおひとりとして関わっていただいて
いる、社会福祉法人奉優会マイホー
ムはるみ副施設長の岩崎くみさん
にお話を伺いました。　
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見えにくいものですが、いざというとき心の支え
になってくれる人を地域に作ることができたとい
う成果を目の当たりにし、社協だからこそできた
ことだと思いました。
　
マイホームはるみでは、どのような「地域と
のつながり」がありますか
マイホームはるみは晴海保育園と晴海中学校
が同じ建物内にある施設です。コロナ禍になる前

は、お誕生日会や車いす体験を開催する等、定期
的に交流していました。
ひとつ印象的な出来事として、中央区社会福祉
法人連絡会の「福祉体験合宿」で受け入れた児
童の中に、ここの保育園を卒業したという男の子
がいました。その子が利用者さんに話しかける
際、膝をついて、「僕は〇〇と申します。お名前教
えていただいてもいいですか。」と相手の利用者
さんに目線を合わせて話しかけていました。その
姿をみて、ここはそういった子どもたちを育てら
れる場所なんだ、その男の子だけでなく、もっと
たくさん育てていきたいと思いました。
このコロナ禍で2年程子どもたちと関わる機会
がなくなってしまいました。この施設のいいとこ
ろが活かせていないと感じます。マイホームはる
みには、入居者の幸せはもちろん、福祉の「気持
ち、視野、想像力」といったものを育む場の役割
もあると思っています。

今後の中央区の地域福祉について「こうし
たい」と思うことはありますか
もっと地域の方と関わる機会が欲しいです。マ
イホームはるみの入居者は、外出できる方が限ら
れていますが、ボランティアとして来ていただけ
れば、地域の人と関わることができます。

また、町会との関係を強くしたいです。マイホー
ムはるみは、近隣の町会と晴海中学校、晴海総合
高校と災害時の協定を結んでいます。有事の場
合は、応援に来てくれることとなっており、年に一
回、合同で避難訓練を行っています。晴海中学校
とは、ベランダがつながっているため、職員だけ
でなく、生徒さんも、入居者の避難を手伝ってく
れるようになっています。
そういった有事の場合だけでなく、日頃の困り
ごとを町会と共有できれはよいと思いますが、関
係を深めるために、社協がパイプ役になって欲し
いです。
先日（3月16日）の地震は夜中に起きたので、
入居者は就寝していたため、大きな被害はありま
せんでした。ただ、深夜帯は職員数が限られてい
るため、今後深夜帯に災害が起きると考えると、
不安なことが多いです。区全体で有事の備えに
ついて、考える必要があると感じています。「災害
に強いまちづくり」という点についても、社協が
先頭に立ってくれたらと期待しています。

岩崎くみさん岩崎くみさん

● 庶務課
　社協会員の募集や寄付の受付のほか、中央区の地域福祉活動の指
針となる「地域福祉活動計画」の策定、シルバーワーク中央での高年
齢者の職業紹介、その他社協の運営管理全般と、業務は多岐にわたり
ます。

● 地域ささえあい課
誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、生活上のお困りご
とや地域活動についてのご相談にのります。地域共生社会づくりを目
指し、住民の皆さんとともに、地域課題の解決に向けて、動いていき
ます。

▲第2期中央区社会福祉活動計画策定委員会グループ
　ワーク風景

◀第2期中央区
　地域福祉活動計画

▲中央区社会福祉法人連絡会「福祉体験合宿」の様子

岩崎さん、お忙しい中ありがとうございました！
岩崎さんの地域に対する熱い想いにとても
感銘を受けました。今後も「地域とのつなが
り」を広げられるよう共に活動していけたら
と思います。

★１ 中央区地域福祉活動計画とは　
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計画です。
★２ 中央区社会福祉法人連絡会とは
平成28年9月に発足した区内社会福祉法人による連絡会で、地域の課題解決に向け連携して地域公
益活動を行っています。（令和4年4月現在 区内20法人が参加）

管理部は、庶務課と地域ささえあい課で構成されています。

今回は中央区地域福祉活動計画★１
の計画策定委員として、また、区内の
社会福祉法人連絡会★２のメンバー
のおひとりとして関わっていただいて
いる、社会福祉法人奉優会マイホー
ムはるみ副施設長の岩崎くみさん
にお話を伺いました。　

●貸借対照表（法人全体） � (単位：円)
資産の部 負債の部

科　目 当年度末 科　目 当年度末
流動資産 171,725,768 流動負債 71,933,213
現金預金 159,945,416 未払金 53,672,947
未収金 11,383,912 預り金 5,059,659
前払金 396,440 前受金 29,000

未払法人税等 732,800
賞与引当金 12,438,807

固定資産 860,561,521 固定負債 129,011,303
基本財産 3,000,000 退職給付引当金 129,011,303
有形固定資産 14,809,567 負債の部　合計 200,944,516
無形固定資産 597,688 純資産の部
投資有価証券 1,926,727 基本金 3,000,000
退職給付引当資産 129,011,303 基金 709,495,436

基金積立資産 709,495,436 次期繰越活動増減
差額 118,847,337

差入保証金 1,720,800 純資産の部　合計 831,342,773

資産の部　合計 1,032,287,289 負債及び純資産の部
合計 1,032,287,289
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在宅福祉サービス部
各部紹

介＆インタビュー

ボランティア・区民活動センター
各部紹

介＆インタビュー

社会貢献型後見人★２を目指そうと思っ
たきっかけを教えてください。
沖縄で染織業をしていましたが家庭の事情

で東京に戻ることになり、誰かのために少し
でもお役に立てたらと考えていた時に、区の
広報紙で募集記事を見つけ応募しました。

社会貢献型後見人を目指す方のための
基礎講習、講習修了後研修はいかがで
したか？
各専門職の方から多岐にわたって講義をし

ていただき、福祉施設や家庭裁判所等への見
学もプログラムされていました。内容は大変
でしたが、この講習があったからこそ現在の
活動につながっていると思います。

権利擁護支援事業の生活支援員として
の活動はどうですか？　
生活支援員として３年活動後、社会貢献型

後見人のお話をいただき、現在家庭裁判所の
決定を待っている状況です。生活支援員の活
動は、担当ケースにより支援内容が異なり、
銀行の払戻方法など覚えることも多いです
が、ご利用者様との関わりが楽しいです！

ご利用者様と信頼関係を築くうえで、心
掛けていることや意識していることを教
えてください。
言葉として伝わってくることだけではなく、

気持ちの中に隠れていることをすくい取りた
いと努力しています。他愛ない会話の中にヒ
ントが隠れていたりするので、おしゃべりもと
ても大切です。二人で話し合ってルールや目
標を決めて、成果をお互いに認め合えるよう
な関係を育てたいと心がけています。

支えあいのまちづくり協議体メンバーと
してもご活躍されていますが、活動につ
いて教えてください。
「京橋地域でゆるっとつながりたい」をテー
マに、2カ月に1回地域目線で支えあいの仕組
みづくりを行うことを目的に活動しています。
協議体の広報紙「きらきらいふ京橋人」の「京
橋人」は私のアイデアなんです！地域に気軽

に出かけてもらえるような情報を、経験豊富
なメンバーが意見交換をしています。

これから社会貢献型後見人や地域活動
を考えている方へのメッセージをお願い
します。
後見人として支援する人は意思表示ができ

る人ばかりではないので、何を望んでいるの
かすくい取らないといけない難しさがあると
感じています。地域の中で支えあいながら、
その人が望む生活が送れるように、本人の権
利を守りつつ、地域住民の視点に立って支援
していくことが、社会貢献型後見人に求めら
れる役割だと感じています。

高津章子さん高津章子さん

● 在宅福祉サービス部推進課
　地域のボランティアが家事や子育ての手助けをする「虹のサー
ビス」、「ファミリー・サポート・センター」、高齢者のお宅へお弁当
を届ける「高齢者食事サービス」、高齢者を対象とした「会食と交
流事業『ほがらかサロン』」、車イスやハンディキャブ（車いすごと
乗り降りできるリフト・スロープ付き自動車）等の貸出事業などを
実施しています。

● 成年後見支援センター  すてっぷ中央
　認知症などにより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援助者(後見人)を選び、本人の権利と財産
を守る「成年後見制度」の利用に関する相談に応じています。ま
た、高齢者や障害のある方を対象に、生活支援員がご自宅を訪問
し、福祉サービス利用の手続きや日常生活に必要な預貯金の払戻
しなどを行う「権利擁護支援事業」を行っています。

◀広報紙
　「きらきらいふ京橋人」

★１ 後見活動メンバー　
本会が実施する「社会貢献型後見人を目指す方
ための基礎講習」修了者で、社会貢献型後見人や
権利擁護支援事業の登録生活支援員として活動
している方々です。
★２ 社会貢献型後見人（市民後見人）
ボランタリーな精神に基づき、親族でも専門職で
もなく同じ地域に住む住民という立場で後見人と
して活動する方々です。

▲生活支援員の活動の様子

福祉体験講座に関わるようになったきっ
かけを教えてください
箕輪さん　12～13年前に社協が開催した「福
祉体験ボランティア養成講座（福祉体験講座
のサポーターを養成する講座）」に参加したこ
とがきっかけです。
「福祉体験ボランティア養成講座」ではシニア
体験などの福祉体験を一通り学習しました。
その講座の参加者が中心となり私達VOLO
が結成され、福祉体験講座における指導の助
手として活動しています。
網野さん　講座では「ボランティアの語源に
ついて」から学びました。ボランティアの語源
「volo」から団体名をつけたのよね。

ボランティアをはじめたきっかけを教え
てください
佐藤さん　在宅で介護をしていた親が亡くな
り、うつうつとした気持ちから抜け出すため
にボランティア活動をはじめました。いろん
なボランティア体験したなかで「いくつになっ
てもできるボランティア」としてVOLOの活動
を続けています。
菅谷さん　夫が消防団に入っており、VOLO
の活動も夫が最初に参加していました。夫が
参加できなくなり、夫の代わりとして参加を
始めたのがきっかけです。
藤長さん　一緒に暮らしてきた母が亡くな
り、生きる力がなくなった時がありました。そ
の際にＶＯＬＯの活動に誘っていただいたの
がきっかけです。
網野さん　誰かのためにはじめた活動が自分
のための活動になっていきましたね。

現在までボランティアを続けることがで
きた理由を教えてください
菅谷さん　VOLOのみんなが優しく教えてく
れて、つながりがあるから続けることができま
した。

藤長さん　体験をした子ども達の目が輝く様
子を見られること、私の顔を覚えて声をかけ
てくれることが嬉しいですね。
近所の小学校で体験を行った後、大きい荷物
を持った高齢者を自宅まで見送る子どもたち
を見かけました。体験を通して、お年寄りの気
持ちを理解し、行動できた子どもたちを見る
ことができた時は「やっていてよかった」と思
いました。
佐藤さん　体験後にいただいたお礼の手紙
に書かれた「ありがとう」という言葉が嬉しい
です。また、体験で関わった子どもたちから地
域で声をかけられることが嬉しいですね。
網野さん　体験で学んだことから「自分のお
じいちゃん・おばあちゃんも不自由してるのか
も」と関心を家族に広げている様子がみられ
て嬉しいですね。

ボランティアをすることで地域とのつなが
りに変化や新たなつながりはありますか
藤長さん　ご近所には一人では買い物が難し
い方や話し相手がいなくてさみしい思いをして
いる方がいます。私自身も一人暮らしだから自
分ができることとして買い物代行や話し相手
になるなどはお手伝いしたいなと思います。
箕輪さん　ボランティアの経験があると、い

ざという時に助け合いの行動ができますよ
ね。「災害が起こるかも」となると助け合うこ
とができます。
網野さん　防災面でもつながり作りが大切で
すね。ボランティアの経験は何かが起きた時
に手をつなぐことができる行動力につながる
と思います。
「やりたい」という気持ちさえあればボラン
ティアができますから！

VOLOのこれから、地域のこれからの夢
を教えてください
網野さん　後継者が育ってくれるとよいで
すね。
佐藤さん　ボランティアがつながっていける
世の中であってほしいと願っています。地域
のボランティア活動における今後のボラン
ティア・区民活動センターの存在に期待して
います。
箕輪さん　私たちVOLOは令和３年度に東
京都福祉大会にて東京都社会福祉協議会会
長感謝状を頂戴しました。
この活動を続けるためにも後継者を養成してい
きたいですね。私たちの活動に興味がある方に
はどんどん体験に入っていただきたいですね。

上段左から　藤長和子さん、箕輪愼さん、菅谷貴美子さん
下段左から　佐藤富美子さん、網野志津子さん
上段左から　藤長和子さん、箕輪愼さん、菅谷貴美子さん
下段左から　佐藤富美子さん、網野志津子さん

1. ボランティアに関する相談・支援
個人や団体、企業からのボランティア活動に関する相談受付
や、ボランティアを必要としている方と活動を希望している方
のコーディネート、個人や団体の方への活動支援（資器材の貸
出等）を行っています。
また、夏休み福祉・ボランティア体験事業「イナっこ教室」を通
じて、ボランティアに関わるきっかけとなる機会も提供してい
ます。

2. ボランティアに関する情報提供
ボランティア情報紙「キャッチボール」の発行や「まちひとサイ
ト」を運営しています。

3. ボランティアの普及啓発
健康福祉まつりの運営や福祉体験講座★１の実施、災害ボラン
ティアセンターの運営に関する事業を行っています。

▲▶
福祉教育サポーター
VOLOの活動の様子

★１ 福祉体験講座とは　
地域福祉への理解と関心を高めることを主な目
的とし、ボランティア活動や地域福祉活動に関心
のある学校や団体、企業などへボランティア・職
員が出向き、全６講座（福祉入門、アイマスク体
験、車いす体験、シニア体験、手話体験、点字体
験）の中からご希望のものを実施しています。

VOLOの皆さんありがとうございました！
福祉体験講座でのボランティア活動にご興
味がある方はぜひボランティア・区民活動
センターまでお気軽にお問合せください。

高津さん、貴重なお話しありがとうござ
いました。
すてっぷ中央では、社会貢献型後見人の
養成から修了後の実習の実施、後見人就
任後も後見監督人として継続してサポー
トしています。今年度も「社会貢献型後
見人を目指す方のための基礎講習」を開
催いたしますので、ご興味のある方はお
気軽にお問い合わせください。

在宅福祉サービス部では、高齢者や障害のある方、子育ての
支援を希望する方々が地域で安心して生活していけるよう、
様々な活動を行っています。

今回はすてっぷ中央の後見活
動メンバー★１の高津章子さん
にお話しをお伺いしました！

在宅福祉サービス部では、高齢者や障害のある方、子育ての
支援を希望する方々が地域で安心して生活していけるよう、
様々な活動を行っています。

今回は福祉体験講座でご協力いただいている
登録ボランティア団体「福祉教育サポーター
VOLO」の皆さんにお話しを伺いました。

ボランティア・区民活動センターでは主にボランティアに関
する相談・支援、情報提供、普及啓発に関する事業を行って
います。
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社会貢献型後見人★２を目指そうと思っ
たきっかけを教えてください。
沖縄で染織業をしていましたが家庭の事情
で東京に戻ることになり、誰かのために少し
でもお役に立てたらと考えていた時に、区の
広報紙で募集記事を見つけ応募しました。

社会貢献型後見人を目指す方のための
基礎講習、講習修了後研修はいかがで
したか？
各専門職の方から多岐にわたって講義をし
ていただき、福祉施設や家庭裁判所等への見
学もプログラムされていました。内容は大変
でしたが、この講習があったからこそ現在の
活動につながっていると思います。

権利擁護支援事業の生活支援員として
の活動はどうですか？　
生活支援員として３年活動後、社会貢献型
後見人のお話をいただき、現在家庭裁判所の
決定を待っている状況です。生活支援員の活
動は、担当ケースにより支援内容が異なり、
銀行の払戻方法など覚えることも多いです
が、ご利用者様との関わりが楽しいです！

ご利用者様と信頼関係を築くうえで、心
掛けていることや意識していることを教
えてください。
言葉として伝わってくることだけではなく、
気持ちの中に隠れていることをすくい取りた
いと努力しています。他愛ない会話の中にヒ
ントが隠れていたりするので、おしゃべりもと
ても大切です。二人で話し合ってルールや目
標を決めて、成果をお互いに認め合えるよう
な関係を育てたいと心がけています。

支えあいのまちづくり協議体メンバーと
してもご活躍されていますが、活動につ
いて教えてください。
「京橋地域でゆるっとつながりたい」をテー
マに、2カ月に1回地域目線で支えあいの仕組
みづくりを行うことを目的に活動しています。
協議体の広報紙「きらきらいふ京橋人」の「京
橋人」は私のアイデアなんです！地域に気軽

に出かけてもらえるような情報を、経験豊富
なメンバーが意見交換をしています。

これから社会貢献型後見人や地域活動
を考えている方へのメッセージをお願い
します。
後見人として支援する人は意思表示ができ
る人ばかりではないので、何を望んでいるの
かすくい取らないといけない難しさがあると
感じています。地域の中で支えあいながら、
その人が望む生活が送れるように、本人の権
利を守りつつ、地域住民の視点に立って支援
していくことが、社会貢献型後見人に求めら
れる役割だと感じています。

高津章子さん高津章子さん

● 在宅福祉サービス部推進課
　地域のボランティアが家事や子育ての手助けをする「虹のサー
ビス」、「ファミリー・サポート・センター」、高齢者のお宅へお弁当
を届ける「高齢者食事サービス」、高齢者を対象とした「会食と交
流事業『ほがらかサロン』」、車イスやハンディキャブ（車いすごと
乗り降りできるリフト・スロープ付き自動車）等の貸出事業などを
実施しています。

● 成年後見支援センター  すてっぷ中央
　認知症などにより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援助者(後見人)を選び、本人の権利と財産
を守る「成年後見制度」の利用に関する相談に応じています。ま
た、高齢者や障害のある方を対象に、生活支援員がご自宅を訪問
し、福祉サービス利用の手続きや日常生活に必要な預貯金の払戻
しなどを行う「権利擁護支援事業」を行っています。

◀広報紙
　「きらきらいふ京橋人」

★１ 後見活動メンバー　
本会が実施する「社会貢献型後見人を目指す方
ための基礎講習」修了者で、社会貢献型後見人や
権利擁護支援事業の登録生活支援員として活動
している方々です。
★２ 社会貢献型後見人（市民後見人）
ボランタリーな精神に基づき、親族でも専門職で
もなく同じ地域に住む住民という立場で後見人と
して活動する方々です。

▲生活支援員の活動の様子

福祉体験講座に関わるようになったきっ
かけを教えてください
箕輪さん　12～13年前に社協が開催した「福
祉体験ボランティア養成講座（福祉体験講座
のサポーターを養成する講座）」に参加したこ
とがきっかけです。
「福祉体験ボランティア養成講座」ではシニア
体験などの福祉体験を一通り学習しました。
その講座の参加者が中心となり私達VOLO
が結成され、福祉体験講座における指導の助
手として活動しています。
網野さん　講座では「ボランティアの語源に
ついて」から学びました。ボランティアの語源
「volo」から団体名をつけたのよね。

ボランティアをはじめたきっかけを教え
てください
佐藤さん　在宅で介護をしていた親が亡くな
り、うつうつとした気持ちから抜け出すため
にボランティア活動をはじめました。いろん
なボランティア体験したなかで「いくつになっ
てもできるボランティア」としてVOLOの活動
を続けています。
菅谷さん　夫が消防団に入っており、VOLO
の活動も夫が最初に参加していました。夫が
参加できなくなり、夫の代わりとして参加を
始めたのがきっかけです。
藤長さん　一緒に暮らしてきた母が亡くな
り、生きる力がなくなった時がありました。そ
の際にＶＯＬＯの活動に誘っていただいたの
がきっかけです。
網野さん　誰かのためにはじめた活動が自分
のための活動になっていきましたね。

現在までボランティアを続けることがで
きた理由を教えてください
菅谷さん　VOLOのみんなが優しく教えてく
れて、つながりがあるから続けることができま
した。

藤長さん　体験をした子ども達の目が輝く様
子を見られること、私の顔を覚えて声をかけ
てくれることが嬉しいですね。
近所の小学校で体験を行った後、大きい荷物
を持った高齢者を自宅まで見送る子どもたち
を見かけました。体験を通して、お年寄りの気
持ちを理解し、行動できた子どもたちを見る
ことができた時は「やっていてよかった」と思
いました。
佐藤さん　体験後にいただいたお礼の手紙
に書かれた「ありがとう」という言葉が嬉しい
です。また、体験で関わった子どもたちから地
域で声をかけられることが嬉しいですね。
網野さん　体験で学んだことから「自分のお
じいちゃん・おばあちゃんも不自由してるのか
も」と関心を家族に広げている様子がみられ
て嬉しいですね。

ボランティアをすることで地域とのつなが
りに変化や新たなつながりはありますか
藤長さん　ご近所には一人では買い物が難し
い方や話し相手がいなくてさみしい思いをして
いる方がいます。私自身も一人暮らしだから自
分ができることとして買い物代行や話し相手
になるなどはお手伝いしたいなと思います。
箕輪さん　ボランティアの経験があると、い

ざという時に助け合いの行動ができますよ
ね。「災害が起こるかも」となると助け合うこ
とができます。
網野さん　防災面でもつながり作りが大切で
すね。ボランティアの経験は何かが起きた時
に手をつなぐことができる行動力につながる
と思います。
「やりたい」という気持ちさえあればボラン
ティアができますから！

VOLOのこれから、地域のこれからの夢
を教えてください
網野さん　後継者が育ってくれるとよいで
すね。
佐藤さん　ボランティアがつながっていける
世の中であってほしいと願っています。地域
のボランティア活動における今後のボラン
ティア・区民活動センターの存在に期待して
います。
箕輪さん　私たちVOLOは令和３年度に東
京都福祉大会にて東京都社会福祉協議会会
長感謝状を頂戴しました。
この活動を続けるためにも後継者を養成してい
きたいですね。私たちの活動に興味がある方に
はどんどん体験に入っていただきたいですね。

上段左から　藤長和子さん、箕輪愼さん、菅谷貴美子さん
下段左から　佐藤富美子さん、網野志津子さん
上段左から　藤長和子さん、箕輪愼さん、菅谷貴美子さん
下段左から　佐藤富美子さん、網野志津子さん

1. ボランティアに関する相談・支援
個人や団体、企業からのボランティア活動に関する相談受付
や、ボランティアを必要としている方と活動を希望している方
のコーディネート、個人や団体の方への活動支援（資器材の貸
出等）を行っています。
また、夏休み福祉・ボランティア体験事業「イナっこ教室」を通
じて、ボランティアに関わるきっかけとなる機会も提供してい
ます。

2. ボランティアに関する情報提供
ボランティア情報紙「キャッチボール」の発行や「まちひとサイ
ト」を運営しています。

3. ボランティアの普及啓発
健康福祉まつりの運営や福祉体験講座★１の実施、災害ボラン
ティアセンターの運営に関する事業を行っています。

▲▶
福祉教育サポーター
VOLOの活動の様子

★１ 福祉体験講座とは　
地域福祉への理解と関心を高めることを主な目
的とし、ボランティア活動や地域福祉活動に関心
のある学校や団体、企業などへボランティア・職
員が出向き、全６講座（福祉入門、アイマスク体
験、車いす体験、シニア体験、手話体験、点字体
験）の中からご希望のものを実施しています。

VOLOの皆さんありがとうございました！
福祉体験講座でのボランティア活動にご興
味がある方はぜひボランティア・区民活動
センターまでお気軽にお問合せください。

高津さん、貴重なお話しありがとうござ
いました。
すてっぷ中央では、社会貢献型後見人の
養成から修了後の実習の実施、後見人就
任後も後見監督人として継続してサポー
トしています。今年度も「社会貢献型後
見人を目指す方のための基礎講習」を開
催いたしますので、ご興味のある方はお
気軽にお問い合わせください。

在宅福祉サービス部では、高齢者や障害のある方、子育ての
支援を希望する方々が地域で安心して生活していけるよう、
様々な活動を行っています。

今回はすてっぷ中央の後見活
動メンバー★１の高津章子さん
にお話しをお伺いしました！

在宅福祉サービス部では、高齢者や障害のある方、子育ての
支援を希望する方々が地域で安心して生活していけるよう、
様々な活動を行っています。

今回は福祉体験講座でご協力いただいている
登録ボランティア団体「福祉教育サポーター
VOLO」の皆さんにお話しを伺いました。

ボランティア・区民活動センターでは主にボランティアに関
する相談・支援、情報提供、普及啓発に関する事業を行って
います。
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●問合せ先　障害者就労促進部
　障害者就労継続支援（B型）施設  さわやかワーク中央　TEL：03-3865-3661　FAX：03-3865-3662
　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

障害者就労支援センター
各部紹

介＆インタビュー

中央区障害者支援センターに登録した
きっかけを教えてください
高校を卒業する前に先生の紹介で知りまし
た。ちょうど就労支援センターができる頃で
「今度支援センターができますよ」と教えて
もらい、学校の先生と来所して、職員の人を紹
介してもらいました。職員はいい人で安心しま
した。

就労支援センターとの関わりを教えてく
ださい
自分が困った時などに就労支援センターに相
談しています。職場の上司に毎日のように注
意をされて辛い時期があり、今働いている会
社に変わりました。就労支援センターに退職

の相談をして、仕事が見つかるまでは、さわや
かワーク中央を利用した時期もありました。
就労支援センターの職員が自分に合う仕事を
探してくれて実習をしました。その時はどうな
るのだろうとドキドキしましたが、コネクシオ
ウィズで働いて今年で16年目になります。

どのようなお仕事をしているのですか？
今はコネクシオ本社で主に清掃作業とデリバ
リーをしています。デリバリーというのは郵便
や宅配便を仕分けして各部署のポストに投函
していく作業です。
仕事をやっているときはいつも楽しいです。
時間がどんどん過ぎていき特に昼休憩の後は
あっという間に感じます。

仕事をするときに大事にしていることは
ありますか
間違えなくデリバリーすることを大事にして
います。
デリバリーでは部署名ごとにメモをして一覧を

作り、カラー付箋で部署を区別できるように
しています。各部署が細かくなっているので
間違えないよう作りました。どこの部署かわ
からなくなった時は色で判断できるようにし
ています。
今の時期は名刺の発注が多くなります。新年
度で部署が新しくなるため、先に名刺が出来
上がっても、まだ新しい部署のポストがない
時には相談員に相談して仕分けしています。
わからないときには相談することも大事にし
ています。

就労支援センターの余暇支援（ニコニコ
ドットコム）はどのような場所ですか
自分の趣味や仕事のことを話せる楽しい場所
です。みんなと顔を合わせるとホッとして安心
します。
※ニコニコドットコムとは、中央区障害者就労支援
センター登録者のみなさんが仕事の帰りに立ち
寄って楽しく過ごす場所です。毎月1回金曜日に開
催しています。

今後の目標を教えてください
仕事の中で難しいことやわからないことがあ
れば相談して、これからも頑張りたいです。

今回は就労支援センターの登録者である
望月孝太朗さんにお話を伺いました！

障害者就労促進部では、障害のある方の就労支援を行って
います。

望月孝太朗さん望月孝太朗さん

● 障害者就労継続支援（B型）施設  さわやかワーク中央
働く意欲がある障害のある方に対し、就労の機会を提供する
とともに、一般企業などへの就労や生活を豊かにするために
必要なスキルや社会性の習得を支援しています。

● 障害者就労支援センター
障害のある方の一般企業等への就労の機会を広げ、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っています。
また、障害のある方の雇用を推進する企業の相談に応じるほ
か、就労を目指す方を対象に障害福祉サービス等利用計画を
作成し、適切なサービス利用に向けた支援を行います。

▲デリバリー作業

▲名刺の仕分け

最後に「就労支援センターの職員に一
言お願いします！」とおうかがいすると、
ピンと姿勢を正し、「これからもよろしく
お願いします。」とお辞儀をしてくださっ
た望月さんの真っ直ぐなお人柄がとて
も印象的でした。
私たちはこれからも望月さんの「働く」
を応援します！
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とともに、一般企業などへの就労や生活を豊かにするために
必要なスキルや社会性の習得を支援しています。

● 障害者就労支援センター
障害のある方の一般企業等への就労の機会を広げ、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っています。
また、障害のある方の雇用を推進する企業の相談に応じるほ
か、就労を目指す方を対象に障害福祉サービス等利用計画を
作成し、適切なサービス利用に向けた支援を行います。

▲デリバリー作業

▲名刺の仕分け

最後に「就労支援センターの職員に一
言お願いします！」とおうかがいすると、
ピンと姿勢を正し、「これからもよろしく
お願いします。」とお辞儀をしてくださっ
た望月さんの真っ直ぐなお人柄がとて
も印象的でした。
私たちはこれからも望月さんの「働く」
を応援します！

たすけあいの気持ちを大切にしてたすけあいの気持ちを大切にして
～虹のサービスのご案内～～虹のサービスのご案内～

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

あなたも地域のたすけあい活動に参加してみませんか？
資格や経験は不要で、週１回からの活動でも可能です。男性の方も大歓迎
です！
協力会員として登録ご希望の方は、左記協力会員登録オリエンテーショ
ン日程のうちいずれか１日ご参加いただき、活動可能な日時、提供できる
サービス内容などを登録していただきます。
　　　　  �開催日の2開所日前までに、電話またはEメールにて下記までお申し

込みください。

日にち 時　間 場　所
� 7月13日（水） 9：30~11：30 社協　３階　大会議室
� 8月16日（火） 13：30~15：30 はまるーむ
� 9月27日（火） 9：30~11：30 社協　３階　大会議室
10月14日（金） 13：30~15：30 社協　３階　大会議室
11月� 1日（火） 13：30~15：30 社協　３階　大会議室
12月� 2日（金） 9：30~11：30 社協　３階　大会議室
� 1月13日（金） 18：30~20：30 社協　３階　大会議室
� 1月27日（金） 13：30~15：30 勝どきデイルーム
� 2月17日（金） 9：30~11：30 社協　３階　大会議室
� 3月14日（火） 13：30~15：30 はまるーむ

内　容 件　数（％）
１位　掃除 2,141（44.7%）
２位　買い物 � 684（14.3%）
３位　外出の付き添い � 519（10.8%）
４位　食事の支度 � 313（6.5%）
５位　話し相手 � 303（6.3%）

●協力会員登録オリエンテーション開催日程　

●令和3年度・活動内容ベスト5

掃除、洗濯、買物、布団干し、食事の支度、外出
の付添い、代読・代筆、代行（書類や薬の受取
など）、車いすの移動介助、見守り、話し相手な
ど、日常的な家事のお手伝いを行っています。
１時間につき800円
利用会員のみ2,400円（半年以内ご利用の場
合1,200円）

「虹のサービス」は、高齢や障害、産前産後などの理由から、日常の家事に
お困りの方（利用会員）に対して、同じ地域で暮らすボランティアの方（協
力会員）が、主に家事のお手伝いをする活動です。

地域の皆様のご理解・ご協力に支えられているたすけあい活動です。
平成４年１２月から事業がスタートして、30周年を迎えました。
令和4年3月末現在、利用会員115名、協力会員163名の方が登録されてい
ます。

1回あたり１～２時間の活動が中心です。
協力会員の空いている時間にできることをできる範囲でた
すけあうのが虹のサービスの特徴です。

具 体 的 な
活 動 内 容

利用料・謝礼金

年 度 会 費

申込方法

●一般寄付
氏名（敬称略） 金�額（円）

令和4年3月分
笠間勝子 10,000
坂本壽子 10,000
匿名 150
佃二丁目鈴木猛夫 1,028
株式会社グローバルケア 10,000
匿名 10,000
匿名 1,000
三橋宏次・克子 100,000
匿名 1,000
匿名 3,700
月島声鳳会 8,064
銀座育成婦人会 3,350
匿名 800
田野拓馬 1,008
匿名 1,000
匿名 1,900
匿名 1,150
ユニデンホールディングス株式会社
社員一同 322,753

日本橋式典 5,000
サンフロンティア不動産株式会社 1,000,000
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4年3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

フジ日本精糖株式会社 グラニュー糖4㎏、上白糖
110㎏

令和4年4月分

匿名 切手（3,912円分）

匿名 おむつ2枚入り1袋、尿取り
パッド57枚入り1袋

匿名 洗剤3箱

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5枚（招待券）

匿名 ひざかけ10枚

匿名 えんぴつ100本

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4月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,039
トルナーレライブクラブ 3,165
匿名 1,553
匿名 350
匿名 200
匿名 700
匿名 200
羽鳥庄次 10,000
田野拓馬 1,111
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
鈴木邑次 30,000
匿名 10,000
匿名 1,000
匿名 1,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000
日本橋式典 5,000

●ボランティア基金
氏名（敬称略） 金�額（円）

令和4年3月分
中央美世の会 3,000

ご寄付贈呈式の写真をご紹介します

フジ日本精糖株式会社 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。

募集中！！協 力 会 員

協力会員さん
にはいつも
お世話になって
います。

利用会員さん
のありがとうに
元気をもらって
います。

たくさん
の出会いに
感謝です。
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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４年4月、順不同、敬称略

会員数 

● 個人会員 902人
● 団体会員 　151件
● 法人会員 33件
● 賛助会員 13件

合計　1,099件

新規会員

＊令和４年4月30日現在

●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

地域福祉ワークショップが開催されました地域福祉ワークショップが開催されました

前編：地域の現状をはじめ、個人や地域の課題（ニーズ）を把握するために必要な気づき
についての講座です。

後編：見守りのポイントに関する講義のほか、地域での気づきを共有するグループワー
クを京橋・日本橋・月島の3地域で実施します。

駒澤大学文学部社会学科社会福祉学専攻　川上　富雄　教授

対象区内在住・在勤・在学者 　　　　　無料

事前申込制・先着順
電話、FAX、Eメール、申込フォームにて必要事項（住所・氏名・電話番号・参加回・参加
方法）をご記入の上、お申し込みください。

　　　　　　https://bit.ly/3rCwhAQ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　専用申込フォームへリンクします。

※前編のみの参加は可能ですが、後編は前編受講者のみご参加いただけます。前編は講座終了後に、動画
視聴による参加も可能ですので、希望される方はお問い合わせください。

内 容

講 師

対 象 参加費

申込方法

「ささえあいサポーター」とは、ご自身の暮らす・働く・学ぶ地域で、
不安や悩みを抱えている方、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、必要な支援（各種専門機関等）につなぐ、
地域のアンテナ役となる方のことです。この「ささえあいサポーター」
を養成するための講座を下記のとおり開催します。

「みんなが支えあい、自分らしく暮らせるまち」の実現に向けて、区民
の皆さんと地域福祉について考え、課題解決に向けた自由な意見交換を
行うワークショップが令和４年３月、区と社会福祉協議会の共催により
開催されました。ワークショップは、京橋、日本橋、月島の３か所で開かれ、
参加者はグループに分かれそれぞれ、見守り、居場所づくり、地域の担
い手養成、潜在するニーズへの対応のいずれかをテーマとし、自由で活
発な意見交換が繰り広げられました。

参加者からは、「地域の方々と関わることで新たに気づく視点や考えが
ありました。今回学んだことを活かしたいです」「民生委員の方が活発に
動いてらっしゃることを知りました。地元の民生委員とも話してみたいで
す」「街づくりと福祉の連携を考えるためのデータを知りたいです」など
の声が聞かれ、参加者同士の横のつながりを深めるとともに、住民が主
体的に地域生活課題に取り組む地域づくり推進の第一歩となりました。

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

ささえあいサポーター養成講座のお知らせささえあいサポーター養成講座のお知らせ

 （個人会員）
● 山田志津子
● 山口由美子
● 前原　　翠

● 工藤　政志
● 栁原　清水
　 他匿名20名

日にち 時　間 場　所 開催形態（定員）

前編 7月15日（金） 14：00～16：00 中央区社会福祉協議会3階大会議室
（八丁堀4-1-5）

会場15名
オンライン50名

後編
京橋 7月22日（金） 14：00～16：00 中央区社会福祉協議会3階大会議室 会場のみ10名
日本橋 7月26日（火） 14：00～16：00 はまるーむ（日本橋浜町3-40-3） 会場のみ10名
月島 7月27日（水） 14：00～16：00 勝どきデイルーム（勝どき1-5-1） 会場のみ10名

7月 1 金 ちょこっと相談会（るかなび）
2 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
3 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
4 月 ちゅうおうボラネット交流サロン
7 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
9 土 成年後見制度講演会＆無料個別相談会
12 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
13 水 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション
14 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
15 金 ささえあいサポーター養成講座（前編）
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 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
22 金 ささえあいサポーター養成講座（後編・京橋）

23 土 当事者向け・企業向け合同セミナー2022
上映会、相談会

25 月 福祉法律相談

26 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
ささえあいサポーター養成講座（後編・日本橋）

27 水 ささえあいサポーター養成講座（後編・月島）
28 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
29 金 ニコニコドットコム
31 日 ひとり親家庭日帰りバス研修

8月 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）
5 金 ちょこっと相談会（るかなび）
6 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
7 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
9 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

16 火 虹のサービス協力会員登録オリエンテー
ション（はまるーむ）

17 水 ちょこっと相談会（アラジン）
18 木 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）
23 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

25 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町） 
再就職支援セミナー（月島）

26 金 ニコニコドットコム
9月 1 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

2 金 ちょこっと相談会（るかなび）
3 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
4 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
5 月 ちゅうおうボラネット交流サロン
8 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
13 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
15 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
17 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
18 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
22 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

27 火 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

29 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
30 金 ニコニコドットコム


