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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。

SEP

●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

健康福祉まつり2022健康福祉まつり2022

●問合せ先　管理部庶務課（共同募金中央地区協力会・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

中央区健康福祉まつり
イメージキャラクター
「フクミン」

福祉を知ろう福祉を知ろう 交流しよう交流しよう

ぜひ遊びにきてください！ぜひ遊びにきてください！

健康を考えよう健康を考えよう

今年も「健康福祉まつり」を開催します！！ 
来場者の皆様にも感染対策にご協力いただ
き、安全・安心に開催できればと思います。

申 請 額
対象事業

提出期限

赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動がはじまりますがはじまります
◆つながりをたやさない社会づくり
10月1日より第76回赤い羽根共同募金運動が始まります。
新型コロナウイルス感染症禍という特殊な社会状況において、社会福祉施設における感染対策や、経済活動の低迷に伴う貧困
問題、自粛期間の長期化による家庭内DVや虐待問題の増加、障害者の就労環境の悪化など、新たな問題が顕在化しており、
これら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、配分推せん委員会で審
査して公平に配分しています。募金のうち一定の割合を地域福祉
の向上のために、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、地区内の施設・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４年度地域配分
（B配分）の申請を受け付けています。

１施設・団体３０万円まで
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8の施設・団体に配分

１０月31日（月）

10月23日（日）午前10時～午後3時
あかつき公園、福祉センター、子ども発達支援センターゆりのき、
教育センター
参加団体による展示・体験コーナー、ステージ発表、福祉体験めぐり 等
中央区健康福祉まつり2022実行委員会、中央区、中央区社会福祉協議会

https://3t72ogn1w4fl.blog.fc2.com/

日時
場所

内容
主催

公式ブログ 「中央区健康福祉まつり2022」
で検索してください

※開催についての最新情報は、上記ブログのほか、中央区及び本会ホームページをご覧ください。

　～出会いと  ふれあいと  感動と～　～出会いと  ふれあいと  感動と～

10月1日▶12月31日
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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

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

会食と交流事業・・・・・・・・・

「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」

「ほがらかサロン」「ほがらかサロン」

成年後見申立講座
～事例を通して学ぶ制度利用のポイント～

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

ハンディキャブ貸出事業のご案内ハンディキャブ貸出事業のご案内

説明会参加者募集説明会参加者募集

●70歳以上で会場まで自力でこられる方
●原則デイサービスなどを利用していない方
●各サロン15名。空き状況によっては
　お待ちいただく場合がございます。
●1回  697円（食事代）

事業説明（要予約）のあと利用登録手続きを行います。
利用希望日の14日前までにご登録を完了してください。
社協会費（年1,000円以上）
ハンディキャブ利用登録年会費（2,000円）
※10月以降の登録の場合1,000円

走行距離に応じた燃料費
年末年始、
車両整備日等を除く日
月3日以内
利用希望日の1ヶ月前から前開所日
正午まで（電話・メール等）
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
（紹介を約束するものではあり
ません）。この場合は、利用希
望日の10開所日前までにお申
し込みください｡

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
方が行います）
中央区内や近隣の病院への送迎が中心です
利用者の希望する日時
（年末年始、車両整備日等を除く午前９時～午後５時）
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

定 員

参加費

開催日と会場

利用登録

利 用 料

運 転 者

活動内容

運行範囲
活動時間

対  象

利用回数
利用申込

利 用
できる日

利 用
登 録 料

ほがらかサロン日本橋 毎月第2木曜日11:30～14:00 日本橋社会
教育会館

ほがらかサロン京橋 毎月第３木曜日11:30～14:00 女性センター
ブーケ２１

ほがらかサロン佃 毎月第４木曜日11:30～14:00 シニアセンター
ほがらかサロン月島 毎月第４木曜日11:30～14:00 月島社会教
育会館

また、一緒にほがらかサロンをお手伝いいただける方も募集中ですので、
ご興味のある方はお問い合わせください。

車いすを利用している方や歩行が不自由な方などが外出する際、
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。ほがらかサロンは、地域の方との交流や外出の機会が少ない70

歳以上の高齢の方を対象にしたサロンで、ボランティアの方々に
より企画・運営されています。みんなで歌を歌ったり、体操やゲー
ムで体を動かしたり、手作りのお弁当を一緒に食べたりと、毎回
和気あいあいとしたアットホームな雰囲気で開催しています。
区内4か所で各月1回開催していますので、参加ご希望の方はお
問い合わせください。

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、社会貢献型後見人として地域で活動してみませんか？

成年後見制度の利用者は年々増加し、関心が高まっていますが、本制度
を有効に活用するためには、その内容を正しく理解することが必要です。
本講座では、制度の概要から後見人の実務に至るまで、事例を用いなが
らわかりやすく解説します。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有効で欠かせないしくみについて、この機会に一緒に
学んでみませんか。

ハンディキャブ1号車

各回の申込締切日までに、電話、FAXまたはEメール（住所・
氏名・電話番号、希望の回を明記）でお申し込みください。

10月18日（火） 基礎編　午前10時30分～午後０時30分
 応用編　午後１時30分～午後３時30分
京橋プラザ区民館 多目的ホール
弁護士　安藤　博規 氏（東京弁護士会所属）
成年後見制度の利用を検討している、または成年後見
制度に関心のある区内在住・在勤の方（親族が区内在
住の方も可）
基礎編　「成年後見制度の概要と申立て手続き方法を知る」
応用編　「後見人の業務内容や具体的な実務を知る」
※どちらかのみのご参加も可能です。
各回30名（先着順）
無料
10月12日（水）までに電話、FAXまたはEメール（住所・
氏名・電話番号および両方参加、基礎編のみ参加、応用
編のみ参加のいずれかを記入）でお申し込みください。

ほがらかサロン日本橋 毎月第2木曜日 11:30～14:00 日本橋社会教育会館
ほがらかサロン京橋 毎月第3木曜日 11:30～14:00 女性センターブーケ21
ほがらかサロン佃 毎月第4木曜日 11:30～14:00 シニアセンター
ほがらかサロン月島 毎月第4木曜日 11:30～14:00 月島社会教育会館

ご紹介ご紹介

いすに座りながらできる
体操をしています。

テーブルカーリングを
楽しんでいます。 手作りのお弁当を

みんなで楽しみます。

ハンディキャブ2号車

日　時 場　所 定員 申込締切

第1回 9月29日(木)
午後2時～3時30分

月島社会教育会館
講習室

各回
30名

9月26日（月）
第2回 9月30日(金)

午後6時30分～8時
中央区社会福祉協議会
3階大会議室

第3回 10月3日(月)
午前10時～11時30分

日本橋公会堂
第3・4洋室 9月28日（水）

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。
令和５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。

◆説明会を開催いたします！◆

基礎講習日程

対 　 象

申込方法

※社会貢献型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。
　（毎回同じ内容となります。）

「運転ボランティア」を募集しています「運転ボランティア」を募集しています

日 　 時

会 　 場
講 　 師
対 　 象

内　　容

定 　 員
定 　 員

申込方法
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～地域で応援！ みんなで子育て～～地域で応援！ みんなで子育て～
中央区ファミリー・サポート・センター中央区ファミリー・サポート・センター
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どもの成長を
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。

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？

●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

●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
★送迎活動のみの登録も可能です。
（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。
★子育て中の方は依頼会員と提供会員を兼ねる
両方会員としての登録が可能です。

●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。

次回開催は来年２月を予定しています。登録ご希望の方は下
記問合せ先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。
登録には２日間の講習が
必修となります。
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。 

●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）
　詳細についてはお問い合わせください。

提供会員登録時講習会 提供・両方会員さんから届いた
声をご紹介します

仕事が大変な時に子どもを預かっ
てもらっているので、恩返しのつ
もりで提供会員としても活動を始
めました。自分の子どもと一緒に
お迎えに行き、一緒にご飯を食べ
てと無理なく楽しく活動していま
す。地域でのつながりを実感して
おり、仲間が増えていくと良いな
と思っています。（両方会員）

１歳のお子さんの送迎は、登園ま
での道のりが散歩のようで、とても
楽しく活動しています。今日は
「あ！はっぱ！」と指差し、会話をし
てくれました。泣かずに保育室に入
るようになったりと、成長を嬉しく
思います。（提供会員）

保育園にお迎えに行くと、とても嬉
しそうな笑顔でかけ寄ってきて、抱
きついてくれることもあります。ご
家族のお手伝いができることを嬉
しく思います。（両方会員）

●一般寄付
氏名（敬称略） 金 額（円）

令和4年5月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,050
匿名 10,000
中央スタンプ委員会 22,180
トルナーレライブクラブ 3,169
匿名 10,000
匿名 10,000
株式会社グローバルケア 10,000
高津章子 450
匿名 1,150
田野拓馬 1,111
トヨタモビリティサービス株式会社 100,000
匿名 5,000
匿名 10,000
公益社団法人中央区医師会 300,000
匿名 1,000
匿名 3,000
匿名 5,045
日本橋式典 5,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和4年6月分
栗原裕信 100,000
中央区俳句連盟 105,377
佃二丁目鈴木猛夫 1,061
中央区更生保護女性会 20,000
匿名 10,000
トルナーレライブクラブ 9,443
匿名 1,000
匿名 60
田野拓馬 1,111

●物品寄付
氏名（敬称略） 品目と数量

令和4年5月分
匿名 洗剤1箱（1.5㎏×３箱）
匿名 洗剤1箱（1.5㎏×３箱）

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）

匿名 50,000
匿名 100
匿名 2,500
日本橋モラロジー事務所 100,000
笠間勝子 10,000
日本橋式典 5,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和4年7月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,072
株式会社一球 100,000
匿名 600
匿名 200
笛木榮一 200
鈴木邑次 30,000
金亀糸業株式会社社員一同 12,000
梶原幹雄 100,000
匿名 10,000
田野拓馬 1,111
トルナーレライブクラブ 5,927
月島四之部東町会 27,401
匿名 1,000
日本橋式典 5,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

ご寄付贈呈式の写真をご紹介します

HARIO株式会社社員一同 様
公益社団法人

京橋法人会第 8 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。

氏名（敬称略） 品目と数量
匿名 切手（223円分）
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 
100個

令和4年6月分
匿名 お菓子セット
株式会社サザビーリーグエ
ストネーションカンパニー

防災セット 6個

宗教法人　東陽院　 米（5キロ×7袋）
匿名 乳児用紙おむつ（64枚

×2袋）
匿名 切手（2,520円相当）
HARIO株式会社社員一同 車いす（自走式）1台

令和4年7月分
公益社団法人京橋法人会
第8支部

お絵描きうちわ 100本

公益社団法人全日本不動産
協会東京都本部中央支部

冷感スプレー 137本

いちよし証券株式会社 アルファ米 250個
匿名 生理用品



前編は、グリーフとは何か、日常の中でできるグリーフサポートについて学びます。
後編は、ご自身の心身の疲労を予防・手当てをするセルフケアの必要性やセルフケアの方法
について学びます。
前編・後編ともに講義とワークショップを通じて学ぶ、2回連続講座です。
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）
中央区在住、在勤、在学の方
20名（先着順）※なるべく両日参加が可能な方
無料　
10月14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。

－4－

●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５月～７月、順不同、敬称略

会員数 

● 個人会員 906人
● 団体会員 　151件
● 法人会員 33件
● 賛助会員 13件

合計　1,103件

新規会員

＊令和４年7月31日現在

 （個人会員）
● 小澤和子
● 鈴木幸子
● 細井尚子
● 小泉　靖

　 他匿名32名

●申込み・問合せ先　無料職業紹介所 シルバーワーク中央
　　　　　 　　   　（開所時間：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）

TEL：03-3551-9200　ホームページ：http://sw-chuo.com

●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

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
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13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）
中央区役所  8階  大会議室
10社程度を予定
9月13日（火）より電話で予約を受け付けます。
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。

日 時

会 場
参加社数
参加方法

★採用担当者とすぐに面接できる絶好の機会です！
●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。

「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

地域活動ができる場所を探しています！地域活動ができる場所を探しています！
高齢者が気軽に集えるサロンを作りたい、親子で交流できる場を立ち上げたいけど活動場所が見
つからない、というご相談が本会に寄せられています。
こうした声にお応えできるよう、本会では、地域活動を開催できる場所を提供していただける
企業・団体・店舗等の方を募集しております。
利用していない部屋がある、空き時間なら地域の居場所として活用してもらえるかも、などなど、提供で
きる場所があるという方がいらっしゃいましたら、ご連絡をお待ちしております。

地域で孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（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）に寄り添い、支えあう方法を学ぶ講座を開催します。

内 　 容

講 　 師
対 　 象
定 　 員
参 加 費
申込方法

おおむね55歳
以上の方対象
参加無料
予約制

10月4日（火） シニアしごとEXPO
　　　　　　　  （新宿NSビル）
11月15日（火） 高年齢者再就職支援セミナー
　　　　　　　  （女性センター ブーケ21）
毎月第2・4（火） ちょこっと相談会
　　　　　　　  （勝どきデイルーム）
毎月第3（木） ちょこっと相談会
　　　　　　　  （はまるーむ）

＊その他のイベント

日にち 時間 会場
<前編> 10月21日（金）

午後2時～4時 新富区民館　第6・7号室
<後編> 10月28日（金）

10月 1 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

2 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

3 月
ちゅうおうボラネット交流サロン
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

6 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

7 金
ちょこっと相談会（るかなび）
ファミリー・サポート・センター提供会員
登録時講習会（1日目）

11 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

13 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

14 金 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

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）

18 火 成年後見申立講座

19 水 ちょこっと相談会（喫茶アラジン）

20 木

おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
ファミリー・サポート・センター提供会員
登録時講習会（2日目）
福祉法律相談

21 金 グリーフサポート入門講座 前編

23 日 健康福祉まつり

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 グリーフサポート入門講座 後編 
ニコニコドットコム

11月 1 火 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション

4 金 ちょこっと相談会（るかなび）

5 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

6 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

7 月 ちゅうおうボラネット交流サロン

8 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

10 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

15 火 高年齢者再就職支援セミナー

17 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

19 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

20 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

21 月 福祉法律相談

22 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

24 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

25 金 ニコニコドットコム


