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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。

NOV

「つながり ささえあう みんなの地域づくり」「つながり ささえあう みんなの地域づくり」「つながり ささえあう みんなの地域づくり」「つながり ささえあう みんなの地域づくり」
募金運動期間：12月1日（木）～12月31日（土）

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。

●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。
●ゆうちょ銀行窓口へ(払込取扱票が青色になりました)
ゆうちょ銀行窓口で送金手続きした場合に限り、各種手数料がかかりま
せん。
ご希望の方には払込取扱票を郵送しますので、お問い合わせください。
●銀行振込で
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：0488292
口座名義：社会福祉法人　東京都共同募金会中央地区協力会

●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
　昨年度よりauPAYからも募金ができるようになりました。
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、ゆうちょ
銀行の払込取扱票、銀行振込をご利用ください。）

●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。
●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。

●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、本会が実施する事業に使
われます。

受験生チャレンジ支援貸付 ～学習塾・受験料～

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

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

▲ひとり親家庭日帰りバス研修

令和3年度募金総額
10,667,043円

見舞金
2,950,000円地域福祉活動費

（令和4年度使用）
7,098,320円

事務費
618,723円

募金をするには… 募金の使いみち募金をするには… 募金の使いみち

貸付対象 貸付限度額
学習塾等
受講料

中学３年 200,000円
（2022年4月から受験までの受講料）高校３年など

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

高校３年など 80,000円

世帯人数 2人 3人 4人 5人
一般世帯 ～4,410,000円 ～5,049,000円 ～5,737,000円
ひとり親世帯 ～4,057,000円 ～4,966,000円 ～5,772,000円 ～6,396,000円

貸付にはその他条件があります。まずは下記までご相談ください。◆世帯の生計中心者の方に貸付を行います。
◆世帯単位での収入要件があります。

※今年度より収入基準額が緩和されました。
※営業所得など給与収入以外の所得がある場合には、合計所得で確認します。

●総収入／給与収入と総収入（年間） 

事業所特集
（本紙２～3ページをご覧ください）

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。

入学金・授業料の
ご相談は、
4ページを
ご覧ください

みなさまのあたたかいお気持ちを
ぜひお寄せください。

歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動
にご協力お願いします

令和
4年度

中学３年生・高校３年生等の受験生がいる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・大学等に入学し手続きをした場合、返済が免除されます。

歳末たすけあい募金が
使われています
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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
障害のある方が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。
障害のある方が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

コンフィデンス日本橋について
教えてください。

コンフィデンス日本橋は中央区日本橋にある「就労
移行支援事業所」です。
就労移行支援とは、障害のある方が通所しながら一
般企業で働き続ける力を身に付ける生活支援、職業
訓練、就職活動のサポートをする支援と、就職後も
職場に定着できるよう支援を行う事業です。平成21
年に設立し、今年で13年目になります。コンフィデン
スとは信頼という意味であり、利用者の方、そのご家
族、また地域や関係機関との信頼関係を大事にしな
がら支援しています。

利用されている皆さんは企業就労を目指して
どのような取り組みをされていますか。

生活や職場で活かせる力を身につける事を目的とし
て、5種類の講座を行っています。職業支援に関して
は一人一人と相談の上、個別の作業プログラムを組ん
でいます。パソコンの基礎から応用、実技を伴う補
助作業・軽作業等オフィスワークを中心に訓練して
います。
就労支援では企業面接・実習まで支援員が同行を
し、企業との仲介に入りながら就職までのサポート
を二人三脚で行います。

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。

中央区障害者就労支援センター様とは、長いお付き
合いで、気軽に相談し合える関係だと日々感じ、非常
に頼りになる存在です。利用者の方のサポートを同
じチームの一員としてタッグを組み、生活面から就
労支援まで手厚くフォローしてもらっています。ス
タッフの方はとても親身になって話を聞いてくださる
方が多いので、利用者の方も気軽に相談し、前向き
に就労活動が出来るよう導いてくれます。

中央区の事業所として地域への思いを
お聞かせください。

障害のある方も社会で活躍できるという可能性を信
じて13年前に設立しました。
社会というものは都市を中心に機能しています。事
業所を東京の中心の「日本橋」に配置したことも、自
信をつけるために重要な要素だと考えます。当時か
ら比べて、社会の変化や、個々の障害のある方の努
力などもあり、活躍の場は広がりつつあります。今後
も弊社の事業を少しでも多くの方に発信していきた
いです。

区内企業とのかかわりがあれば
教えてください。
また心がけていることはありますか。

区内企業との連携がとりやすい立地となっていま
す。企業から雇用案件の情報提供を頂き、就労に繋
がった方が数名います。また初めて障害者雇用をお
考えの企業からのご相談をお受けし、業務内容、職
場環境を助言した後、雇用に繋がったケースもありま
す。ある企業からは職場体験実習として利用者の方
の受け入れのご協力もして頂いています。補助作業
から軽作業中心に人手が欲しい、単発のご依頼等ご
ざいましたら是非ご相談ください。

今後の展望をお聞かせください。
「誰もが未来に希望を持ち、安心して暮らせる安定し
た社会の実現を目指す」という理念の元、一人でも多
くの障害をお持ちの皆さまが、社会の中で安定して
長期的に活躍していくためのお手伝いをしています。
その為に、引き続き世の中に我々の事業を発信し続
け、認知度を向上していきたいと思います。就労に対
して、困っている方、悩んでいる方がいらっしゃいま
したら気軽にご相談ください。

利用できる方
●利　用　料：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。
●利用日時：月曜日～金曜日
　　　　　  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

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

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

★シルバーワーク中央では、事業所参加による就職面接会や企業説明会等のイベントを
　実施しており、多数のシニア人材が採用されています。ぜひ、お気軽にお問い合せください。

シルバーワーク中央では、求人をお考えの事業者の皆さまに対して、
概ね55歳以上の方向けの求人募集を日々受け付けています。
◉職種は問いません。
◉経験豊かな、働く意欲の高い人材をご紹介します。
◉当所の紹介で60歳以上の方を雇用され、一定の条件を満たした場合、
国や中央区の助成金などを受ける事ができます。

求人のお申し込みから採用までの流れ

おおむね55歳以上の方を対象とした、
厚生労働省認可の無料職業紹介所です。
中央区とその周辺地域で人材をお探しの事業所様
から求人をお預かりして、この地域にお住いのおお
むね55歳以上の元気で意欲的な求職者とのマッチ
ングを行っています。
「こんな経験をお持ちの方を探したい」「短時間の
パートだから年金を受給されている方に頼みたい」
「根気のいる仕事だから年配の方にコツコツやって
もらいたい」「近場の人を募集したい」…等々、貴社の
条件などを詳しくお伺いしながら求人票を作り、適
任の人材をご紹介します。

「シルバーワーク中央」とは…

 Interview

事業所特集

就労移行支援事業所  コンフィデンス日本橋
施設長　佐藤　栄司氏

シニア人材をご活用くださいシニア人材をご活用ください

事業所登録
求人申込 募集開始 紹介 選考

面接 採否決定

中央区障害者就労支援センターでは、障害のある方の雇用
促進や就労を支えることを目的として区内障害者就労支援
事業所と連携を図っています。今回は事業所のひとつである
コンフィデンス日本橋の佐藤さんにお話をうかがいました！

▲PC作業の様子 ▲仕分作業の様子
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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

会員数
● 個人会員  925人
● 団体会員  151件

● 法人会員  34件
● 賛助会員  13件
 合計　1,123件

新規会員
 （個人会員）
● 渡部恵子 ● 永野宏佳

他匿名20名

 （法人会員）
● 株式会社ヒットエイト

新規会員のご紹介
令和４年9月30日現在　順不同、敬称略

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

●問合せ先　管理部庶務課　TEL：03-3206-0506

【ワーキンググループ活動】
浜離宮での庭園整備・除草活動

「中央区の社会福祉に貢献したい」とい
う法人の思いから会員になりました。
当法人では、地域の方にボランティアと
して、レクリエーション活動等の支援に
長い間ご協力いただいています。
区内では人口増加していく
なか、子ども達や高齢者が
迷うことなく、安心して暮ら
せるために、社協のリーダー
的役割に期待しています！

▶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
▶株式会社ヒットエイト

（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

社会福祉協議会では、一人ひとりが自分らしく、安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域
の皆さまと力を合わせ、さまざまな地域福祉活動を行っています。
また、中央区社会貢献企業連絡会をはじめ、区内企業やNPO法人等と連携し、社会貢献活動
の促進を図っています。
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。

個人・団体の方のご入会も募集しております

社会福祉法人シルヴァーウイング様
よりお話を伺いました！

   他匿名3件

会員数　34法人（令和４年9月末日現在)　
順不同、敬称略  

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（1994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。
地域貢献に関心のある企業のご参加をお待ちしています。

●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

【中央ぷらねっと参加企業】
アルカディア、清水建設

中央ぷらねっと中央ぷらねっと～地域とともに歩む～～地域とともに歩む～
（中央区社会貢献企業連絡会）（中央区社会貢献企業連絡会）

事業所特集

9月9日の救急の日にあたり、本会が救急行
政に関心がありその推進に協力するなど、
救急業務の充実発展に貢献したとのことで、
東京消防庁より感謝状をいただきました。
今後も、誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくりを推進するため、積極的に協力し
ていきたいと思います。
京橋消防署の皆さま、ありがとうございま
した。

感謝状をいただきました

あたたかいご支援
ありがとうございます。

●一般寄付
氏名（敬称略） 金 額（円）

令和4年8月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,083
株式会社グローバルケア 10,000
林義信 50,000
匿名 300
匿名 300
津田洋子 300
匿名 200
田野拓馬 1,111
匿名 1,000
匿名 600
匿名 27,000
日本橋式典 5,000
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 5,103
匿名 4,000
トルナーレライブクラブ 4,974
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

令和4年9月分
佃二丁目鈴木猛夫 1,094
匿名 800
匿名 600

●物品寄付
氏名（敬称略） 品目と数量

令和4年8月分
公益社団法人
京橋法人会

「ぎんざ寄席チケット」34枚

匿名 アルファ米 750食
三松商事株式会社 マスク 2,000枚
匿名 毛布1枚
サンワテクノス
株式会社

マスク 2,000枚 
タオル 6枚

市村友近 血圧計、体重計、消毒液
匿名 図書券 1,000円相当、

図書カード 9,000円相当

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）

田中佐智子 20,257
匿名 1,000
匿名 150
匿名 200
小林和佳子 1,700
田野拓馬 1,001
匿名 10,000
笠間勝子 10,000
匿名 5,000
日本橋式典 5,000
トルナーレライブクラブ 10,000
有限会社三谷葬儀社 10,000
三谷和美 5,000

氏名（敬称略） 品目と数量
稲畑産業株式会社 クオカード 300,000円相当

令和4年9月分
匿名 シルバーカー 1台
匿名 食料品（米5Kg、保存食セット）
桂右團治 「そうだったんだ！成年後見」招

待券 8枚
匿名 84枚入おむつ×3、幼児用靴下

2足、スタイ6足、おくるみ×1
匿名 切手（2,859円分）
匿名 タオル6枚、バスタオル3枚、

カーゼ（さらし）16枚



中央区の地域福祉について考え、課題解決に
向けて参加者同士が話し合うワークショップ
を、令和５年１月から２月に京橋、日本橋、月島
の各地域で開催します。詳細は「区のおしらせ 
ちゅうおう12月１日号」をご確認ください。

－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。

親族後見人向け講座・交流会親族後見人向け講座・交流会 ～地域で支える意思決定支援～

● 場づくりミニ講座
あなたの欲しい居場所をカタチにしませんか？あなたの欲しい居場所をカタチにしませんか？

すてっぷ中央では、親族の後見人をしている方のサポートを行っています。
今回は、実際に後見人として活動している社会福祉士より、親族後見人として、支援者や地域資
源とどのようにつながり、意思決定支援を行っていくのか、具体的な事例を交えながら解説してい
ただきます。
また、当日は講師の方にアドバイスをいただきながら、参加者同士で情報交換や交流をします。

「場づくりとは？」から学ぶプレ講座です。下記の場づくり入門講座への参加を検討されてい
る方におススメです！（ミニ講座のみ、入門講座のみの参加も歓迎です。）

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：会場15名、オンライン（Zoom）50名（いずれも申込み多数の場合は抽選） ※後日録画配信も予定しています。

令和4年12月3日（土）　
午前10時30分～午後0時30分まで
中央区社会福祉協議会 ３階 会議室
社会福祉士　鳥居 理英子氏
（公益社団法人東京社会福祉士会権
利擁護センターぱあとなあ東京所属）

親族の成年後見人（保佐人・補助人）に就任
している方、もしくは就任予定の方で区内
在住・在勤の方（被後見人が区内在住の場
合も可）
無料
20名（先着順）
11月29日（火）までに電話、FAXまたはＥ
メール（住所・氏名・電話番号を記載）でお
申し込みください。

日 時

場 所
講 師

対 象

費 用
定 員
申込方法

●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

講師：NPO法人れんげ舎　長田 英史氏

● 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！

進学や就学の継続を支援するための
貸付です。
学校に通うお子さんが借受人、世帯の
生計中心者が連帯借受人となり、お子
さんが学校卒業後に返済する制度です。

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：10名（申込み多数の場合は抽選）

◆無利子　◆連帯保証人：原則不要　◆貸付対象：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

※生後3ヵ月以上・
　要予約・無料

託児サービス付き

回 日にち 時間 場所 テーマ
第1回 1月18日（水）

午後7時～9時
中央区社会福祉協議会

3階大会議室
（八丁堀4-1-5）

「わたしのやりたいこと」を形にする場づくりとは？
第2回 1月25日（水） 「個人の想い」と「組織活動」をつなげるには？ ～組織運営の基本～
第3回 2月 1日（水） ゲストスピーカーから学ぼう ～場づくり実践者の声～
第4回 2月 8日（水） ゼロから新しい場を作るには
第5回 2月22日（水） わたしの「場づくりプラン」発表会

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

生活福祉資金貸付制度

地域福祉ワークショップ
地域福祉について考えよう地域福祉について考えよう
～災害にも強い福祉のまちづくり～～災害にも強い福祉のまちづくり～

優先される公的制度があります優先される公的制度があります

ミニ講座は12月9日（金）までに、入門講座は1月5日（木）まで
に、電話、FAX、Eメール、または申込フォームで、氏名・住所・電
話番号・希望講座・託児希望（場づくり入門講座のみ）をご記入の
上、地域ささえあい課までお申し込みください。

※詳しい資料等を送付しますので、まずはお電話にてご相談ください。

減免や奨学金等、本資金よりも
優先される公的制度（例：就学支援
金・高等教育の修学支援新制度・母
子及び父子福祉資金）があります。
在学中もしくは入学予定の高校や
大学にお問い合わせください。

家族の話し合いが大切家族の話し合いが大切
本資金は、お子さん
自身が返済をしてい
く貸付です。
ご家族でよく話し合
いをすることをお勧
めします。

利用には時間がかかります利用には時間がかかります
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。
資金が必要な時期から
3ヶ月程度の余裕をもっ
て、ご連絡ください。

「生活福祉資金貸付制度」って何？「生活福祉資金貸付制度」って何？
所得の少ない世帯や、障害者や介護が必要
な高齢者のいる世帯が対象です。資金の貸
付と相談支援を行い、世帯が自立すること
を目的としています。教育支援資金をはじ
め様々な種類があります。

教育支援資金
～入学金・授業料等～

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

日時 12月14日（水）午後7時～8時 場所 中央区社会福祉協議会3階大会議室、オンライン参加も可

学　　校 就学支度費（入学金）
上限額

教育支援費
上限額

500,000円
35,000円／月
60,000円／月

大　　学 65,000円／月

学習塾・受験料の
ご相談は、
１ページを
ご覧ください

趣味や特技の
サークル活動を
立ち上げたい

子育てママ同士の
集まりがほしい

近くに住む人たちが
気軽に集える
居場所を作りたい

今の活動をもっと
よくできないかな…

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）

12月 1 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

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

3 土
中央ぷらねっと浜離宮WG
親族後見人向け講座・交流会
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）
14 水 場づくりミニ講座
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）
20 火 福祉法律相談
21 水 ちょこっと相談会（喫茶アラジン）
22 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
23 金 ニコニコドットコム
27 火 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

1月 5 木 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（るかなび）
7 土 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）
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）
13 金 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション
15 日 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）
18 水 場づくり入門講座①

19 木 シニア生涯ワーキングセミナー
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 福祉法律相談

24 火 ボランティアのための傾聴講座①
おとなりカフェ・ちょこっと相談会（勝どき）

25 水 場づくり入門講座②
26 木 おとなりカフェ・ちょこっと相談会（浜町）

27 金 虹のサービス協力会員登録オリエンテーション（勝どき）
ニコニコドットコム

29 日 災害ボランティア講座
31 火 ボランティアのための傾聴講座②


