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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

品川合同葬祭株式会社
東京営業所　品川区西中延 1-8-24

TEL 0120-733-690
（２４時間受付）
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1 特集 1｜品川区社会福祉協議会
創立70 周年

…

2-3 特集 2｜令和4 年度
地域福祉功労者表彰一覧

…

発行日 :2022年 11月
発行人 : 社会福祉法人  品川区社会福祉協議会

〒140-0014 品川区大井 1-14-1 大井 1丁目共同ビル 2F
TEL：03-5718-7171　FAX：03-5718-7170
H  P：https://shinashakyo.jp/

No.231しながわ社協だより

Shinagawa Council of Social Welfare

2022年 11月 No.231
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会

編集後記

編集後記の絵について
品川社協をより身近に感じていただけるよう編集後記では職員のイラストをふれあい作業所の利用者さん
が描いてくれています。 イラストになった職員を社協で見つけてみるのも楽しいかもしれませんね♪

絵 /西品川利用者さん

絵 /西品川利用者さん

特
集
１

上記以外にも、様々な事業も行っております。
ご質問等につきましては右記へお問い合わせ下さい。

5 ●シンポジウム開催のお知らせ　●「市民後見人
   の活動調査」協力について

…

6 にじのひろば…
7 ご寄付一覧…
8 昭和池田記念財団助成金のご案内 /編集後記…

4… ●使用済み切手・カードのご寄付のお願い
●品川介護福祉専門学校オープンキャンパス
   のご案内

品川区社会福祉協議会 庶務係
お問い合わせ先

品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2F

TEL: 03-5718-7171
（土日・祝を除く 9:00～17:00）

03-6429-7337TEL

多様な担い手の参加 安心して暮らせるまち 社会参加の促進

支え愛のほっと・コミュニティ
事業の一部を

ご紹介!

03-5718-7186TEL

● 福祉に関する相談窓口
支え愛・ほっとステーション
（地域センター13 地区) 内

03-5498-6364TEL

●介護福祉士の養成（カリキュ
　ラム、学費、就職等への充実し
　たサポートあり）
品川介護福祉専門学校

● 成年後見制度の利用方法・
　後見人等の実務に関する相談
品川成年後見センター

03-5718-７１７４TEL

● 高齢者の住み替えの相談
● 自立生活が可能な高齢者等を
　 対象とした見守り等の生活支援
● 終末期を対象とした入退院
　や葬儀・納骨等の手続き支援
あんしん居住サポート
ターミナルサポート

03-5718-7172TEL

● 区民同士が支えあう活動の支援
● 誰もが楽しく参加できる集
　いの場づくり
ほっと♥サロン

● 若者・中高年のひきこもり等、
　社会参加と仲間づくりの応援
エールしながわ

03-5718-1273TEL

　品川区社会福祉協議会は今年で創立７０周年を迎えました。
　品川社協は、都内で８番目の地区社協として昭和27年11月に任意団体として発足しました。当初は歳末た
すけあい運動の募金活動から、戦後の貧困世帯への歳末援護事業を行っている小さな団体でしたが、現在は紙
おむつの支給、さわやかサービス、ボランティアセンター、ファミリーサポート、成年後見センター、子ども食堂への
支援、エールしながわ（ひきこもり支援）等、たくさんの事業を行っています。これらの事業は皆さまからの会費や
寄付等のご支援により、継続することができました。
　地域の皆さまに品川社協をもっと知ってもらえるよう記念誌を発行します。どんなサービスを行い、地域の支え
愛に協力してくれる方を募集しているかをわかりやすくまとめています。ホームページや窓口にてぜひご覧くだ
さい。これからも皆さまからのあたたかいご支援・ご協力を励みに、支え愛のネットワークづくりのお手伝いを
してまいります。どうぞよろしくおねがいいたします。

品川区社会福祉協議会

 創立70 周年

品川社協は、誕生から
最期まで安心して暮らせるまちを

目指しています。

　秋が深まり、ずいぶんと肌寒くなりましたね。令和４年も残すところはや２か月。
年を重ねるごとに過行く年月の早さを、ひしひしと感じています。今年も多くの方
にお世話になりました。
　品川社協も、みなさんをはじめ多くの方々にご支援いただきました。おかげさま
で本年で７０周年を迎えることができました。今号では改めて感謝を申し上げたく
巻頭特集といたしました。
　これからも、みなさんのお役に立てるよう職員一同全力で頑張ります！

成年後見センター　藤藪 明知

　この度は社協だよりをご覧いただきありがとうございます。品川社協７０周年の
節目に社協だよりに携わることができて光栄に思います。
　一人でも多くの方に品川社協に関心を持ってもらえるような記事づくりに専念
しているつもりですが、至らない点も多いのではないかと感じております。
　もし手に取ってくださった方でアイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、是非ご
意見をお寄せください。皆様のご意見がより良い誌面づくりにつながると思います。
　７０周年記念誌も品川社協を知ってもらえるよう、見やすさを重視して制作い
たしました。HPおよび窓口でもご覧いただけます。
　今後も皆さまにとって有意義な内容を発信できるよう、尽力してまいりますので
どうぞよろしくお願いいたします。 庶務係　梅村　一

『公益財団法人 昭和池田記念財団』助成金助成金情報

※品川区社会福祉協議会庶務係に必ず事前に来所相談の上、申請書の
　提出をお願いします。

品川区内の地域福祉向上に取り組まれている、区内福祉団体
に対して、事業資金を支援します。
助成金額は40万円以内となり、応募者複数の場合は、事業規
模によって按分となります。助成対象事業は、器具・備品購入、
補修・修繕リフォーム工事等の事業等です。
（施設や団体維持のための運営費は対象外です。）

お問い合わせ先

品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2F
TEL: 03-5718-7171
（土日・祝を除く 9:00～17:00）
詳細は、当協議会ホームページをご覧ください。

支 援

今号の

ヒトコマ

受付期限 12月 9日（金）

品川区社会福祉協議会 庶務係 助成金担当
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宗旨宗派は問いません。
お悩み・ご質問のある方はお気軽にご相談ください。「その人らしさ」を大切に

2021　品川区（縦 50mm×横 180ｍｍ）

〒113-0022 東京都文京区千駄木3-52-1

おかげさまで創立100周年～さらに前へ

桐ケ谷斎場、なぎさ会館などの区内式場や文京区・
練馬区・国立市の当会直営斎場、またはご自宅や集
会所等、ご希望に沿った場所でのご葬儀を承ります。

24時間体制　年中無休

http://www.fukushikai.com
0120-62-1192

ご家族やご友人で語り合う家族葬（近親葬）から、皆で送り出す大規模葬まで、
形式にとらわれず「その人らしさ」を第一に考えたご葬儀を提案いたします。

東京福祉会

大正8年創立東京福祉会社会福祉法人
道灌山会館
江古田斎場
ホール多摩国立

品川区内に7店舗
http：//www.jsbank.co.jp

営業部本店 〒141-8710 品川区西五反田7-2-3 TEL 03（3493）8111
品　　　川 〒140-0004 品川区南品川1-4-25 TEL 03（3471）3171
大　　　井 〒140-0014 品川区大井1-6-10 TEL 03（3774）1051
荏　　　原 〒142-0054 品川区西中延1-4-16 TEL 03（3786）1131
大　　　崎 〒141-0032 品川区大崎2-6-11 TEL 03（3491）8771
西　大　井 〒140-0015 品川区西大井1-3-3-101 TEL 03（3773）8511
立　会　川 〒140-0013 品川区南大井4-6-1 TEL 03（3298）3341

人を大切にします 思いやりを大切にします

品川区社会福祉協議会   庶務係
TEL: 03-5718-7171
FAX: 03-5718-7170

お問い合わせ先

令和４年度地域福祉功労者表彰一覧

表彰状贈呈者：21名
（敬称略　五十音順）

川竹エレクトロニクス
株式会社

株式会社ロキグループ
代表取締役社長　伊東 伸

多額寄付者（4名）

公益社団法人日本非常食推進機構
理事長　古谷 賢治

公益財団法人昭和池田記念財団
理事長　池田 彰孝

町会長永年勤続者（1名）
神山 正義

品川成年後見ｾﾝﾀｰの支援員（1名）
岩本 あい子

ファミリー・サポート・センター提供会員（2名）
巽 晶子
盛島 維砂

民生委員永年勤続者（5名）
白柳 孝夫
杉浦 久子
本村 幸江
𠮷仲 由美
力丸 久子

さわやかサービスの協力会員（8名）
北原 佳永
酒井 一夫
酒井 幸子
野村 俊子
藤田 節子
藤本 やす子
望月 久美子
賴田 由美

古賀電機株式会社
小原 直
コムコ株式会社
代表取締役　橋本 有史
品川合同葬祭株式会社
ジブラルタ生命保険
株式会社　東京南支社
志村 勇一
水曜会　渡邉 三雄
創価学会
大和証券株式会社
五反田支店
髙林 正敏
千鶴紅会
鶴見 一三
東京防犯健全協力会
日本ハム株式会社
野本 祐子
藤吉 建二
三井金属リサイクル株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
南関東ふそう品川支店
三菱UFJ証券
ホールディングス株式会社
向谷 2名
明治安田生命保険相互会社
品川支社
明治安田生命保険相互会社
品川支社　五反田営業部
依田 幹子
立正佼成会 品川協会
　　　　　　掲載辞退者　5名

継続寄付者（36名）
荒牧 英男
遠賀 庸達

株式会社ウィライツ
株式会社エイツー
代表取締役　加地 宏行
株式会社学研ホールディングス
代表取締役社長　宮原 博昭
株式会社日本アクセス
株式会社モスフードサービス
久保田 紀代美
小林 恵美子
小日山 幸子
金光教  大崎教会信徒会
齊藤 哲榮
齊藤 直子
サンタ フェ
品川区更生保護女性会
会長　松澤 麗子
島崎 妙子
鈴木 和之
須山 多喜子
ダウ・ケミカル日本株式会社
東洋製罐グループ
ホールディングス株式会社
戸越四丁目町会リサイクル部
冨沢 敦子
南雲 美千明
日本ペイント・インダストリアル
コーティングス株式会社
日本航空株式会社
萩原 洋子
パチンコエンジェル
代表取締役社長  金村 成芳
松浦 啓雄
三上 博志
村田 孝司
本村 洋一 ・ 本村 博子
守屋 美津子

ボランティア（1２名）
大原 信子
櫻井 友美子
塩田 敬子
品川ＳＫＩＰ編集委員会
生活工房ひとくふう
山本 栄子
にじのふね   坪井 久美子
萩尾 映子
林 博和
増渕 京子
宮崎 正久
山田 和子
米山 健一

さわやかサービスの協力会員（1２名）
石澤 一則
伊東 碧
川田 みか
小池 悦子
鈴木 美歌
髙原 カズミ
中村 洋子
細川 幸
三浦 弘子
守屋 豊明
吉田 和子

感謝状贈呈者：138名
（敬称略　五十音順）

多額寄付者（53名）
アーバンホーム株式会社
代表取締役　川東 明夫
一般社団法人しんきん社会福祉協会
 代表理事　三谷 昌宏
伊藤 友彦
上山 由美子
ＳＭＫ株式会社
代表取締役社長  池田 靖光
ＮＰＯ法人グループＥＶＡＨ
エバラネズミコゾウ
岡田 茂
岡部 八重子
株式会社学研ステイフル  
代表取締役社長  福本 高宏
株式会社学研プラス
株式会社こねり
株式会社 JMAホールディングス
株式会社セリザワ文具
芹澤 邦明
株式会社トリドール
ホールディングス
株式会社はしづめ製麺
株式会社プラコム
代表取締役  栁澤 正弘
株式会社三菱UFJ銀行 
五反田支店
株式会社
村内ファニチャーアクセス
鏑木 悠嗣
鎌田 初恵
木本 剛
清㔟 恵子
グリフィスフーズ株式会社

ファミリー・サポート・センター提供会員（4名）
金田 由美子
小山 千惠子
鈴木 由紀
曽根原 えりか

支え愛・ほっとステーションの地域支援員（4名）
加藤 理英子
西田 信子
宗村 安子
渡邉 早苗

地域福祉貢献者（11名）
梶ヶ谷 サチヨ
小袖会地域見守り班
小髙 徹
佐藤 彰男
第一生命保険株式会社
品川支社
千代田 弘子
土持 八重子
縄田 良作
益子 孝子
諸橋 美智子
吉野 節子

【実施団体】品川区社会福祉協議会
【活動主体】品川区町会自治会連合会、品川区町会・自治会
【協賛団体】品川区、品川区民生委員協議会、品川区商店街
　　　　　連合会、品川区産業協会
【主唱団体】東京都社会福祉協議会、東京都共同募金会

令和４年度地域福祉功労者表彰
11月10日（木）荏原文化センター大ホールにて、地域福祉功労者表彰式を開催し、

表彰状21名、感謝状138名、合計159名の方 に々進呈します。

　日頃から皆さまには格別のご支援を頂き、感謝を申し上
げます。
　今年も町会・自治会をはじめ、多くの団体のご協力をいた
だき、「歳末たすけあい地域福祉活動募金」が始まります。
　昭和27年に全都で展開され、今年で70年目となる地
域福祉を推進する取り組みです。
　この募金は、支援を必要とする方への見舞品や福祉団
体への助成金として地域に還元されます。
　温かい地域の“支え愛”に、皆さまのご支援をお願いい
たします。

～つながり　ささえあう　みんなの地域づくり～

期間 令和４年１２月１日～３１日

【auPAY募金方法】 
①auPAYアプリをインストールする。
②アプリを立ち上げ「コード支払い」から上記のQRコードを読み取る。
③「品川区社会福祉協議会（歳末たすけあい）」の画面で任意の募金
　額を入力し支払いを確定する。

令和４年度
歳末たすけあい・地域福祉活動募金

「歳末たすけあい運動」が始まります！

　現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、皆さま
の健康と安全を最優先とするため、今年度は対面で行う
戸別訪問による募金活動のお願いは難しいと考えており
ます。
　各町会・自治会、各種団体におかれましては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止にご留意いただき、各町会・自治
会、各種団体の実情に即した可能な範囲での運動のご協
力をお願いできればと思いますので、何卒ご理解のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　また、例年実施しております街頭募金につきましても、
今年度は中止とさせていただきます。
　尚、ご寄付や募金は下記事務局にて随時受付けており
ます。お気軽にお問い合わせください。

今年度の募金活動について

会員増強功労者（１名）
高橋 勇光

品川成年後見センターの支援員（5名）
一ノ瀬 祐二
斉藤 裕二
酒井 照枝
中林 信子
平山 和男

※ａｕＰＡＹアプリからご協力いただいた募金につきましては、
　領収書の発行ができません。ご了承ください。

山崎 郷子・多津江・惠実子
吉田 隆江
倫理研究所家庭倫理の会
品川区  会長  忍田 文子
　　　　　　掲載辞退者　1名

上記のＱＲコードから募金が可能です。

和田 洋子
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宗旨宗派は問いません。
お悩み・ご質問のある方はお気軽にご相談ください。「その人らしさ」を大切に

2021　品川区（縦 50mm×横 180ｍｍ）

〒113-0022 東京都文京区千駄木3-52-1

おかげさまで創立100周年～さらに前へ

桐ケ谷斎場、なぎさ会館などの区内式場や文京区・
練馬区・国立市の当会直営斎場、またはご自宅や集
会所等、ご希望に沿った場所でのご葬儀を承ります。

24時間体制　年中無休

http://www.fukushikai.com
0120-62-1192

ご家族やご友人で語り合う家族葬（近親葬）から、皆で送り出す大規模葬まで、
形式にとらわれず「その人らしさ」を第一に考えたご葬儀を提案いたします。

東京福祉会

大正8年創立東京福祉会社会福祉法人
道灌山会館
江古田斎場
ホール多摩国立

品川区内に7店舗
http：//www.jsbank.co.jp

営業部本店 〒141-8710 品川区西五反田7-2-3 TEL 03（3493）8111
品　　　川 〒140-0004 品川区南品川1-4-25 TEL 03（3471）3171
大　　　井 〒140-0014 品川区大井1-6-10 TEL 03（3774）1051
荏　　　原 〒142-0054 品川区西中延1-4-16 TEL 03（3786）1131
大　　　崎 〒141-0032 品川区大崎2-6-11 TEL 03（3491）8771
西　大　井 〒140-0015 品川区西大井1-3-3-101 TEL 03（3773）8511
立　会　川 〒140-0013 品川区南大井4-6-1 TEL 03（3298）3341

人を大切にします 思いやりを大切にします

品川区社会福祉協議会   庶務係
TEL: 03-5718-7171
FAX: 03-5718-7170

お問い合わせ先

令和４年度地域福祉功労者表彰一覧

表彰状贈呈者：21名
（敬称略　五十音順）

川竹エレクトロニクス
株式会社

株式会社ロキグループ
代表取締役社長　伊東 伸

多額寄付者（4名）

公益社団法人日本非常食推進機構
理事長　古谷 賢治

公益財団法人昭和池田記念財団
理事長　池田 彰孝

町会長永年勤続者（1名）
神山 正義

品川成年後見ｾﾝﾀｰの支援員（1名）
岩本 あい子

ファミリー・サポート・センター提供会員（2名）
巽 晶子
盛島 維砂

民生委員永年勤続者（5名）
白柳 孝夫
杉浦 久子
本村 幸江
𠮷仲 由美
力丸 久子

さわやかサービスの協力会員（8名）
北原 佳永
酒井 一夫
酒井 幸子
野村 俊子
藤田 節子
藤本 やす子
望月 久美子
賴田 由美

古賀電機株式会社
小原 直
コムコ株式会社
代表取締役　橋本 有史
品川合同葬祭株式会社
ジブラルタ生命保険
株式会社　東京南支社
志村 勇一
水曜会　渡邉 三雄
創価学会
大和証券株式会社
五反田支店
髙林 正敏
千鶴紅会
鶴見 一三
東京防犯健全協力会
日本ハム株式会社
野本 祐子
藤吉 建二
三井金属リサイクル株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
南関東ふそう品川支店
三菱UFJ証券
ホールディングス株式会社
向谷 2名
明治安田生命保険相互会社
品川支社
明治安田生命保険相互会社
品川支社　五反田営業部
依田 幹子
立正佼成会 品川協会
　　　　　　掲載辞退者　5名

継続寄付者（36名）
荒牧 英男
遠賀 庸達

株式会社ウィライツ
株式会社エイツー
代表取締役　加地 宏行
株式会社学研ホールディングス
代表取締役社長　宮原 博昭
株式会社日本アクセス
株式会社モスフードサービス
久保田 紀代美
小林 恵美子
小日山 幸子
金光教  大崎教会信徒会
齊藤 哲榮
齊藤 直子
サンタ フェ
品川区更生保護女性会
会長　松澤 麗子
島崎 妙子
鈴木 和之
須山 多喜子
ダウ・ケミカル日本株式会社
東洋製罐グループ
ホールディングス株式会社
戸越四丁目町会リサイクル部
冨沢 敦子
南雲 美千明
日本ペイント・インダストリアル
コーティングス株式会社
日本航空株式会社
萩原 洋子
パチンコエンジェル
代表取締役社長  金村 成芳
松浦 啓雄
三上 博志
村田 孝司
本村 洋一 ・ 本村 博子
守屋 美津子

ボランティア（1２名）
大原 信子
櫻井 友美子
塩田 敬子
品川ＳＫＩＰ編集委員会
生活工房ひとくふう
山本 栄子
にじのふね   坪井 久美子
萩尾 映子
林 博和
増渕 京子
宮崎 正久
山田 和子
米山 健一

さわやかサービスの協力会員（1２名）
石澤 一則
伊東 碧
川田 みか
小池 悦子
鈴木 美歌
髙原 カズミ
中村 洋子
細川 幸
三浦 弘子
守屋 豊明
吉田 和子

感謝状贈呈者：138名
（敬称略　五十音順）

多額寄付者（53名）
アーバンホーム株式会社
代表取締役　川東 明夫
一般社団法人しんきん社会福祉協会
 代表理事　三谷 昌宏
伊藤 友彦
上山 由美子
ＳＭＫ株式会社
代表取締役社長  池田 靖光
ＮＰＯ法人グループＥＶＡＨ
エバラネズミコゾウ
岡田 茂
岡部 八重子
株式会社学研ステイフル  
代表取締役社長  福本 高宏
株式会社学研プラス
株式会社こねり
株式会社 JMAホールディングス
株式会社セリザワ文具
芹澤 邦明
株式会社トリドール
ホールディングス
株式会社はしづめ製麺
株式会社プラコム
代表取締役  栁澤 正弘
株式会社三菱UFJ銀行 
五反田支店
株式会社
村内ファニチャーアクセス
鏑木 悠嗣
鎌田 初恵
木本 剛
清㔟 恵子
グリフィスフーズ株式会社

ファミリー・サポート・センター提供会員（4名）
金田 由美子
小山 千惠子
鈴木 由紀
曽根原 えりか

支え愛・ほっとステーションの地域支援員（4名）
加藤 理英子
西田 信子
宗村 安子
渡邉 早苗

地域福祉貢献者（11名）
梶ヶ谷 サチヨ
小袖会地域見守り班
小髙 徹
佐藤 彰男
第一生命保険株式会社
品川支社
千代田 弘子
土持 八重子
縄田 良作
益子 孝子
諸橋 美智子
吉野 節子

【実施団体】品川区社会福祉協議会
【活動主体】品川区町会自治会連合会、品川区町会・自治会
【協賛団体】品川区、品川区民生委員協議会、品川区商店街
　　　　　連合会、品川区産業協会
【主唱団体】東京都社会福祉協議会、東京都共同募金会

令和４年度地域福祉功労者表彰
11月10日（木）荏原文化センター大ホールにて、地域福祉功労者表彰式を開催し、

表彰状21名、感謝状138名、合計159名の方 に々進呈します。

　日頃から皆さまには格別のご支援を頂き、感謝を申し上
げます。
　今年も町会・自治会をはじめ、多くの団体のご協力をいた
だき、「歳末たすけあい地域福祉活動募金」が始まります。
　昭和27年に全都で展開され、今年で70年目となる地
域福祉を推進する取り組みです。
　この募金は、支援を必要とする方への見舞品や福祉団
体への助成金として地域に還元されます。
　温かい地域の“支え愛”に、皆さまのご支援をお願いい
たします。

～つながり　ささえあう　みんなの地域づくり～

期間 令和４年１２月１日～３１日

【auPAY募金方法】 
①auPAYアプリをインストールする。
②アプリを立ち上げ「コード支払い」から上記のQRコードを読み取る。
③「品川区社会福祉協議会（歳末たすけあい）」の画面で任意の募金
　額を入力し支払いを確定する。

令和４年度
歳末たすけあい・地域福祉活動募金

「歳末たすけあい運動」が始まります！

　現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、皆さま
の健康と安全を最優先とするため、今年度は対面で行う
戸別訪問による募金活動のお願いは難しいと考えており
ます。
　各町会・自治会、各種団体におかれましては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止にご留意いただき、各町会・自治
会、各種団体の実情に即した可能な範囲での運動のご協
力をお願いできればと思いますので、何卒ご理解のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　また、例年実施しております街頭募金につきましても、
今年度は中止とさせていただきます。
　尚、ご寄付や募金は下記事務局にて随時受付けており
ます。お気軽にお問い合わせください。

今年度の募金活動について

会員増強功労者（１名）
高橋 勇光

品川成年後見センターの支援員（5名）
一ノ瀬 祐二
斉藤 裕二
酒井 照枝
中林 信子
平山 和男

※ａｕＰＡＹアプリからご協力いただいた募金につきましては、
　領収書の発行ができません。ご了承ください。

山崎 郷子・多津江・惠実子
吉田 隆江
倫理研究所家庭倫理の会
品川区  会長  忍田 文子
　　　　　　掲載辞退者　1名

上記のＱＲコードから募金が可能です。

和田 洋子
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品川社協の紙おむつ宅配サービスで、
皆様に安心をお届けしています。

荏原薬業協同組合
品川区薬剤師会
品川区中延２-４-２
☎ ０３-３７８４-３７９０

おかげさまで65周年
売買・賃貸・管理 アーバンホーム

空室・大家さん募集中
品川区大井1-11-1 大井西銀座ビル 1F
0120-627-617　http://www.u-h.co.jp

シンポジウム
「成年後見の新たな展開と地域の役割」 開催のお知らせ

筑波大学でのインタビュー調査を活動経験豊か
な市民後見人の平本信弘さんに協力いただきま
した。７月の猛暑に負けない熱い思いを語ってく
ださいました。

筑波大学からの
「市民後見人の活動調査」に

協力しました

司法書士の勉強がきっかけで後
見制度を知り、人の役に立つこ
とをしていきたいとの思いで市
民後見人として活動し12年に
なります。 これまで受任した
8名の方について、活動をして
良かったことや、印象に残って
いることを話しました。
「利用者本人のために」を念頭
に活動すること、利用者の様子
を監督人（社協）に随時報告して
喜びも苦しみも分かち合うこ

と、社協職員や市民後見人の仲間と仲良く交流を
絶やさないようにして学び合うことなど、市民後見人
として普段から大切にしていることも伝えました。
市民後見人の活動で得た数々の学びは、自分の人
生にも、地域で生活していく上でも非常に役立って
おり、活動に誇りを持っています。

認知症などにより判断能力が不十分な方を保
護し、本人に代わって支援するのが成年後見
制度です。
市民後見人は「市民後見人養成講座」を修了し、
熱意をもって後見活動ができる地域の身近な
存在です。市民目線で細やかな配慮や親身で
温かな関わりができる、これまでの人生で培っ
てきた経験が活動に活かされるなどの特色が
あります。
品川成年後見センターでは、市民後見人の
育成および活動支援に取り組んでおり、8月末
現在、80名の方が市民後見人として登録し、
2７名の方が担当ケースを受任し活動中です。

成年後見制度施行後22年がたちましたが、まだまだ浸透しているとは言えません。対応策として、
国は基本計画を策定しました。重要な点は「地域連携ネットワーク」であり、その整備と運営をす
るのが「中核機関」です。
　品川区では令和3年10月に「品川区基本計画」を策定し、区と社協で「中核機関」を一体運営
する体制を作りました。 特徴は、区と社協の綿密な情報共有と支援方法の検討によるノウハウの
蓄積です。 先進的取り組みである品川区の事例を基に、皆さまと議論を深めたいと思います。

皆さまから寄付いただいた切手やカードは、ボランティアの方 に々よって整理・分類を行い、収集業者に売
却し、区内在住の７５歳以上の高齢者へお配りする「敬老杖」の購入等に役立たせていただいています。
「使用した切手やカードでいいの？」と思われる方も多いかもしれません。切手やカードが破れてい
たり、汚れていなければ受け取り可能です。ご協力お願いいたします！

使用済み切手は、封筒などの台紙からはがさず、
切手の周囲に１～２センチ程度余裕をもって大き
めに切り取ってください。切手の端や、ギザギザ
（目打ち）が切れてしまうと売却できません。
※ベルマーク・収入印紙・郵便局窓口で発行する
　郵便証紙などは集めておりません。

使用済みはもちろん、残度が残っているカードも
寄付いただけます。カードの種類が分からなけれ
ば、まとめてお送りください。

品川ボランティアセンター
TEL: 03-5718-7172
〒140-0014 品川区大井 1-14-1 大井１丁目共同ビル２階

お問い合わせ先
（日・祝を除く9:00～17:00）

～安心して自分らしく暮らしていくために～

ボランティアセンターまでご
郵送（送料はご負担ください）、
もしくは窓口にお持ちください。

ご寄付方法

使用済み切手・カードの寄付にご協力ください

ご協力お願い
いたします！

品川介護福祉専門学校 介護の仕事に興味のある方、品川介護福祉専門学校で
学んでみませんか？
また、オープンキャンパスでは体験授業や学生生活など
を在校生がご紹介しています。是非お越しください。

１１月以降のオープンキャンパス日程
１１/26（土）・１２/11（日）・１/21（土）・
２/18（土）・３/28 （火）

出願期間
2０２２年１０月１日（土） ～ ２０２３年３月１５日（水）

お電話でお申込みください申込方法

参加費 無料 定員 150名主催 品川区社会福祉協議会　
中央大学法学部 中央大学研究開発機構

日程 ： 11/27（日）  時間 ： 14：00～16：00
会場 ： 品川フロントビル会議室（港区港南2-3-13）

開催日時・場所

品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
TEL: 03-5718-7174

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
TEL: 03-5718-7174

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

市民後見人ってどんな人？
どんなインタビューでしたか？ 

平本信弘さんにお聞きしました

使用済み（消印付き）切手や、
未使用切手

〒 テレホンカード
オレンジカード・イオカード

昔収集して
いたもの

古いもの

様々な入試制度設けていますので、
詳細はホームページ・募集要項を

ご覧ください。

品川介護福祉専門学校
TEL: 03-5498-6364
品川区西品川 1-28-3 中小企業センター 5Ｆ

お問い合わせ・資料請求先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

ホームページ Instagram
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品川社協の紙おむつ宅配サービスで、
皆様に安心をお届けしています。

荏原薬業協同組合
品川区薬剤師会
品川区中延２-４-２
☎ ０３-３７８４-３７９０

おかげさまで65周年
売買・賃貸・管理 アーバンホーム

空室・大家さん募集中
品川区大井1-11-1 大井西銀座ビル 1F
0120-627-617　http://www.u-h.co.jp

シンポジウム
「成年後見の新たな展開と地域の役割」 開催のお知らせ

筑波大学でのインタビュー調査を活動経験豊か
な市民後見人の平本信弘さんに協力いただきま
した。７月の猛暑に負けない熱い思いを語ってく
ださいました。

筑波大学からの
「市民後見人の活動調査」に

協力しました

司法書士の勉強がきっかけで後
見制度を知り、人の役に立つこ
とをしていきたいとの思いで市
民後見人として活動し12年に
なります。 これまで受任した
8名の方について、活動をして
良かったことや、印象に残って
いることを話しました。
「利用者本人のために」を念頭
に活動すること、利用者の様子
を監督人（社協）に随時報告して
喜びも苦しみも分かち合うこ

と、社協職員や市民後見人の仲間と仲良く交流を
絶やさないようにして学び合うことなど、市民後見人
として普段から大切にしていることも伝えました。
市民後見人の活動で得た数々の学びは、自分の人
生にも、地域で生活していく上でも非常に役立って
おり、活動に誇りを持っています。

認知症などにより判断能力が不十分な方を保
護し、本人に代わって支援するのが成年後見
制度です。
市民後見人は「市民後見人養成講座」を修了し、
熱意をもって後見活動ができる地域の身近な
存在です。市民目線で細やかな配慮や親身で
温かな関わりができる、これまでの人生で培っ
てきた経験が活動に活かされるなどの特色が
あります。
品川成年後見センターでは、市民後見人の
育成および活動支援に取り組んでおり、8月末
現在、80名の方が市民後見人として登録し、
2７名の方が担当ケースを受任し活動中です。

成年後見制度施行後22年がたちましたが、まだまだ浸透しているとは言えません。対応策として、
国は基本計画を策定しました。重要な点は「地域連携ネットワーク」であり、その整備と運営をす
るのが「中核機関」です。
　品川区では令和3年10月に「品川区基本計画」を策定し、区と社協で「中核機関」を一体運営
する体制を作りました。 特徴は、区と社協の綿密な情報共有と支援方法の検討によるノウハウの
蓄積です。 先進的取り組みである品川区の事例を基に、皆さまと議論を深めたいと思います。

皆さまから寄付いただいた切手やカードは、ボランティアの方 に々よって整理・分類を行い、収集業者に売
却し、区内在住の７５歳以上の高齢者へお配りする「敬老杖」の購入等に役立たせていただいています。
「使用した切手やカードでいいの？」と思われる方も多いかもしれません。切手やカードが破れてい
たり、汚れていなければ受け取り可能です。ご協力お願いいたします！

使用済み切手は、封筒などの台紙からはがさず、
切手の周囲に１～２センチ程度余裕をもって大き
めに切り取ってください。切手の端や、ギザギザ
（目打ち）が切れてしまうと売却できません。
※ベルマーク・収入印紙・郵便局窓口で発行する
　郵便証紙などは集めておりません。

使用済みはもちろん、残度が残っているカードも
寄付いただけます。カードの種類が分からなけれ
ば、まとめてお送りください。

品川ボランティアセンター
TEL: 03-5718-7172
〒140-0014 品川区大井 1-14-1 大井１丁目共同ビル２階

お問い合わせ先
（日・祝を除く9:00～17:00）

～安心して自分らしく暮らしていくために～

ボランティアセンターまでご
郵送（送料はご負担ください）、
もしくは窓口にお持ちください。

ご寄付方法

使用済み切手・カードの寄付にご協力ください

ご協力お願い
いたします！

品川介護福祉専門学校 介護の仕事に興味のある方、品川介護福祉専門学校で
学んでみませんか？
また、オープンキャンパスでは体験授業や学生生活など
を在校生がご紹介しています。是非お越しください。

１１月以降のオープンキャンパス日程
１１/26（土）・１２/11（日）・１/21（土）・
２/18（土）・３/28 （火）

出願期間
2０２２年１０月１日（土） ～ ２０２３年３月１５日（水）

お電話でお申込みください申込方法

参加費 無料 定員 150名主催 品川区社会福祉協議会　
中央大学法学部 中央大学研究開発機構

日程 ： 11/27（日）  時間 ： 14：00～16：00
会場 ： 品川フロントビル会議室（港区港南2-3-13）

開催日時・場所

品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
TEL: 03-5718-7174

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
TEL: 03-5718-7174

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

市民後見人ってどんな人？
どんなインタビューでしたか？ 

平本信弘さんにお聞きしました

使用済み（消印付き）切手や、
未使用切手

〒 テレホンカード
オレンジカード・イオカード

昔収集して
いたもの

古いもの

様々な入試制度設けていますので、
詳細はホームページ・募集要項を

ご覧ください。

品川介護福祉専門学校
TEL: 03-5498-6364
品川区西品川 1-28-3 中小企業センター 5Ｆ

お問い合わせ・資料請求先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

ホームページ Instagram



合計　65件　¥2,075,007

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

金　額 住　所氏　名

金　額 住　所氏　名

合計　33件

合計　2件　¥2,016
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ご寄付ありがとうございました

上記の期間で、複数回ご寄付を頂戴した方は、一部合算にて表記しております。

自：令和４年7月   1日
至：令和４年9月30日

物品等寄付者芳名（敬称略）

物品名 住　所氏　名

一般寄付者芳名（敬称略） ［10 万円以上太字］

　今年の「にじのひろば」の夏アルバムには、ゲゲゲの鬼太郎展、物流博物館、日本
科学未来館、水遊び、公園、ジブリ展、日本丸・・・などが収められています。
　その中でも一番目を引いたのは「オリンピック、パラリンピック1周年記念イベント」
の様子です。車イス女子バスケットボールを観戦し、車イスと床がこすれる甲高い音、
選手同士がぶつかり合い飛び散る汗、その迫力と熱気は初めての体験であり、子ども
達も職員も大興奮でした。また、選手が実際に競技で使用する車イスと同モデルの物
にも試乗させていただき、思い出の1ページとなりました。
　来年のアルバムにはどのようなページが加わるのか今から楽しみにしています。

～2022夏の思い出～
にじのひろば

 ¥100,000 エバラネズミコゾウ -
 ¥30,000 松村 鈴子 東五反田１丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ  -
 ¥11,633 杉本 伸久 大井1丁目
 ¥20,000 尾和 直之 東大井４丁目
 ¥2,900 鏑木 恵美 豊町６丁目
 ¥3,000 株式会社モナミカメラ -
 ¥70,000 髙橋 英二郎 東五反田５丁目
 ¥1,000 熊岡 光子 南大井６丁目
 ¥20,000 南雲 美千明 二葉４丁目
 - 萩原 路也 -
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ -
 ¥10,000 小川 キク江 南大井５丁目
 ¥30,000 村田 孝司 東五反田３丁目
 ¥30,000 坂本 信太郎 西五反田５丁目
 ¥100,000 小原 直 大崎２丁目
 ¥10,000 株式会社村上建築検査企画　村上 克一 横浜市磯子区
 ¥10,000 小日山 幸子 南品川６丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ -
 ¥3,300 菅原 まり子 東大井６丁目
 ¥15,000 髙木 栄一 中延１丁目
 ¥10,000 菅井 良一 横浜市南区
 ¥10,000 二宮 祐子 東大井４丁目
 ¥200,000 一般社団法人篠原欣子記念財団　理事長　篠原 よしみ 新宿区西新宿
  ¥100,000 品川合同葬祭株式会社 西中延１丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥10,000 三上 博志 荏原３丁目
 ¥5,000 島貫 愛子 西五反田５丁目
 ¥2,000 堀井 哲夫 北品川１丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ -
 ¥2,500 清水 好子 大井２丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥4,000 小松 髙子 北品川１丁目
 ¥3,000 大川 恭代 中延３丁目
 ¥5,700 協和町会　女性部 西五反田８丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ -
 ¥3,000 近江 清光 西五反田５丁目
 ¥1,200 山田 健 南大井６丁目
 ¥1,000 倉田 雪絵 東品川１丁目
 ¥30,000 中村 允人 戸越５丁目
 ¥5,100 遠賀 庸達 西大井５丁目
 ¥10,000 中野 栄作 南大井６丁目
 ¥30,000 守屋 美津子 南大井３丁目
 ¥176,000 明治安田生命保険相互会社　品川支社 西五反田２丁目
 ¥7,300 小滝 静子 八潮５丁目
 ¥10,000 高橋 信行 東大井１丁目
 ¥100,000 伊藤 友彦 北品川５丁目
 ¥300,000 株式会社村内ファニチャーアクセス 八王子市左入町
 ¥10,000 北澤 二三子 東中延１丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥1,700 安藤 幸子 戸越１丁目
 ¥6,000 岡本 善昭 西五反田８丁目
 ¥156,774 明治安田生命保険相互会社　品川支社　五反田営業部 西五反田２丁目 
 ¥2,200 五十嵐 佐江子 中延４丁目
 ¥100,000 髙林 正敏 南大井４丁目
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥55,500 匿名（７件） -

 菓子1200個 株式会社こねり 港区港南
 ゼリー 本村 洋一 ・ 博子 小山３丁目
 菓子２箱 パチンコエンジェル　代表取締役社長
  金村 成芳 小山 ３丁目

 食品5箱 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
 野菜1箱 日本ペイント・インダストリアル
  コーティングス株式会社 南品川４丁目

 食品10個 日本航空株式会社 東品川２丁目
 菓子一式 株式会社　ウィライツ 港区東麻布
 菓子 二葉幼稚園PTA 二葉１丁目
 米150㎏・のり3箱 日進工具株式会社 大井１丁目
 米券　２０枚 花交差点の仲間たち 南大井２丁目
 食品4箱 SMK株式会社 戸越 ６丁目
 株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
 菓子 本村 洋一 ・ 博子 小山３丁目
 備蓄保存用食品 公益社団法人日本非常食推進機構
  理事長　古谷 賢治 四日市市浮橋

 菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
 書籍340冊 株式会社学研プラス 西五反田２丁目
 スパゲティ15kg・
 ホールトマト6缶 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目

 米・食品５箱 日進工具株式会社 大井１丁目
 雑貨品目一式
 34パレット 株式会社ロキテクノマーケティング 港区三田

 食品・消耗品１箱 東日本旅客鉄道株式会社　大崎運輸区
  ダイバーシティユニット 大崎１丁目

 弁当3,000食 古賀電機株式会社 東大井１丁目
 菓子２箱 パチンコエンジェル　代表取締役社長
  金村 成芳 小山 ３丁目

 菓子２箱 パチンコエンジェル　代表取締役社長
  金村 成芳 小山 ３丁目

 菓子・消毒液 戸越ミナト 戸越 ６丁目
 食品98個 日本航空株式会社 東品川２丁目
 菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
 株主優待品9箱 東洋製罐グループホールディングス
  株式会社 東五反田 ２丁目

 米150㎏・食品３２個 日進工具株式会社 大井１丁目
 菓子394個 株式会社大蔵プロパティーDAS 小山４丁目
 果物 本村 洋一 ・ 博子 小山３丁目
 手指消毒一式 株式会社モスフードサービス 大崎 ２丁目
 株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
 食品200個 日本航空株式会社 東品川２丁目 

 ¥485 ハッシュパピー　大井町店 大井１丁目
 ¥1,531 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町２丁目 
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ご寄付ありがとうございました

上記の期間で、複数回ご寄付を頂戴した方は、一部合算にて表記しております。

自：令和４年7月   1日
至：令和４年9月30日

物品等寄付者芳名（敬称略）

物品名 住　所氏　名

一般寄付者芳名（敬称略） ［10 万円以上太字］

　今年の「にじのひろば」の夏アルバムには、ゲゲゲの鬼太郎展、物流博物館、日本
科学未来館、水遊び、公園、ジブリ展、日本丸・・・などが収められています。
　その中でも一番目を引いたのは「オリンピック、パラリンピック1周年記念イベント」
の様子です。車イス女子バスケットボールを観戦し、車イスと床がこすれる甲高い音、
選手同士がぶつかり合い飛び散る汗、その迫力と熱気は初めての体験であり、子ども
達も職員も大興奮でした。また、選手が実際に競技で使用する車イスと同モデルの物
にも試乗させていただき、思い出の1ページとなりました。
　来年のアルバムにはどのようなページが加わるのか今から楽しみにしています。

～2022夏の思い出～
にじのひろば

 ¥100,000 エバラネズミコゾウ -
 ¥30,000 松村 鈴子 東五反田１丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ  -
 ¥11,633 杉本 伸久 大井1丁目
 ¥20,000 尾和 直之 東大井４丁目
 ¥2,900 鏑木 恵美 豊町６丁目
 ¥3,000 株式会社モナミカメラ -
 ¥70,000 髙橋 英二郎 東五反田５丁目
 ¥1,000 熊岡 光子 南大井６丁目
 ¥20,000 南雲 美千明 二葉４丁目
 - 萩原 路也 -
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ -
 ¥10,000 小川 キク江 南大井５丁目
 ¥30,000 村田 孝司 東五反田３丁目
 ¥30,000 坂本 信太郎 西五反田５丁目
 ¥100,000 小原 直 大崎２丁目
 ¥10,000 株式会社村上建築検査企画　村上 克一 横浜市磯子区
 ¥10,000 小日山 幸子 南品川６丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ -
 ¥3,300 菅原 まり子 東大井６丁目
 ¥15,000 髙木 栄一 中延１丁目
 ¥10,000 菅井 良一 横浜市南区
 ¥10,000 二宮 祐子 東大井４丁目
 ¥200,000 一般社団法人篠原欣子記念財団　理事長　篠原 よしみ 新宿区西新宿
  ¥100,000 品川合同葬祭株式会社 西中延１丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥10,000 三上 博志 荏原３丁目
 ¥5,000 島貫 愛子 西五反田５丁目
 ¥2,000 堀井 哲夫 北品川１丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ -
 ¥2,500 清水 好子 大井２丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥4,000 小松 髙子 北品川１丁目
 ¥3,000 大川 恭代 中延３丁目
 ¥5,700 協和町会　女性部 西五反田８丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ -
 ¥3,000 近江 清光 西五反田５丁目
 ¥1,200 山田 健 南大井６丁目
 ¥1,000 倉田 雪絵 東品川１丁目
 ¥30,000 中村 允人 戸越５丁目
 ¥5,100 遠賀 庸達 西大井５丁目
 ¥10,000 中野 栄作 南大井６丁目
 ¥30,000 守屋 美津子 南大井３丁目
 ¥176,000 明治安田生命保険相互会社　品川支社 西五反田２丁目
 ¥7,300 小滝 静子 八潮５丁目
 ¥10,000 高橋 信行 東大井１丁目
 ¥100,000 伊藤 友彦 北品川５丁目
 ¥300,000 株式会社村内ファニチャーアクセス 八王子市左入町
 ¥10,000 北澤 二三子 東中延１丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥1,700 安藤 幸子 戸越１丁目
 ¥6,000 岡本 善昭 西五反田８丁目
 ¥156,774 明治安田生命保険相互会社　品川支社　五反田営業部 西五反田２丁目 
 ¥2,200 五十嵐 佐江子 中延４丁目
 ¥100,000 髙林 正敏 南大井４丁目
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥55,500 匿名（７件） -

 菓子1200個 株式会社こねり 港区港南
 ゼリー 本村 洋一 ・ 博子 小山３丁目
 菓子２箱 パチンコエンジェル　代表取締役社長
  金村 成芳 小山 ３丁目

 食品5箱 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
 野菜1箱 日本ペイント・インダストリアル
  コーティングス株式会社 南品川４丁目

 食品10個 日本航空株式会社 東品川２丁目
 菓子一式 株式会社　ウィライツ 港区東麻布
 菓子 二葉幼稚園PTA 二葉１丁目
 米150㎏・のり3箱 日進工具株式会社 大井１丁目
 米券　２０枚 花交差点の仲間たち 南大井２丁目
 食品4箱 SMK株式会社 戸越 ６丁目
 株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
 菓子 本村 洋一 ・ 博子 小山３丁目
 備蓄保存用食品 公益社団法人日本非常食推進機構
  理事長　古谷 賢治 四日市市浮橋

 菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
 書籍340冊 株式会社学研プラス 西五反田２丁目
 スパゲティ15kg・
 ホールトマト6缶 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目

 米・食品５箱 日進工具株式会社 大井１丁目
 雑貨品目一式
 34パレット 株式会社ロキテクノマーケティング 港区三田

 食品・消耗品１箱 東日本旅客鉄道株式会社　大崎運輸区
  ダイバーシティユニット 大崎１丁目

 弁当3,000食 古賀電機株式会社 東大井１丁目
 菓子２箱 パチンコエンジェル　代表取締役社長
  金村 成芳 小山 ３丁目

 菓子２箱 パチンコエンジェル　代表取締役社長
  金村 成芳 小山 ３丁目

 菓子・消毒液 戸越ミナト 戸越 ６丁目
 食品98個 日本航空株式会社 東品川２丁目
 菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
 株主優待品9箱 東洋製罐グループホールディングス
  株式会社 東五反田 ２丁目

 米150㎏・食品３２個 日進工具株式会社 大井１丁目
 菓子394個 株式会社大蔵プロパティーDAS 小山４丁目
 果物 本村 洋一 ・ 博子 小山３丁目
 手指消毒一式 株式会社モスフードサービス 大崎 ２丁目
 株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
 食品200個 日本航空株式会社 東品川２丁目 

 ¥485 ハッシュパピー　大井町店 大井１丁目
 ¥1,531 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町２丁目 
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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

品川合同葬祭株式会社
東京営業所　品川区西中延 1-8-24

TEL 0120-733-690
（２４時間受付）
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1 特集 1｜品川区社会福祉協議会
創立70 周年

…
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No.231しながわ社協だより

Shinagawa Council of Social Welfare

2022年 11月 No.231
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会

編集後記

編集後記の絵について
品川社協をより身近に感じていただけるよう編集後記では職員のイラストをふれあい作業所の利用者さん
が描いてくれています。 イラストになった職員を社協で見つけてみるのも楽しいかもしれませんね♪

絵 /西品川利用者さん

絵 /西品川利用者さん

特
集
１

上記以外にも、様々な事業も行っております。
ご質問等につきましては右記へお問い合わせ下さい。

5 ●シンポジウム開催のお知らせ　●「市民後見人
   の活動調査」協力について

…

6 にじのひろば…
7 ご寄付一覧…
8 昭和池田記念財団助成金のご案内 /編集後記…

4… ●使用済み切手・カードのご寄付のお願い
●品川介護福祉専門学校オープンキャンパス
   のご案内

品川区社会福祉協議会 庶務係
お問い合わせ先

品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2F

TEL: 03-5718-7171
（土日・祝を除く 9:00～17:00）

03-6429-7337TEL

多様な担い手の参加 安心して暮らせるまち 社会参加の促進

支え愛のほっと・コミュニティ
事業の一部を

ご紹介!

03-5718-7186TEL

● 福祉に関する相談窓口
支え愛・ほっとステーション
（地域センター13 地区) 内

03-5498-6364TEL

●介護福祉士の養成（カリキュ
　ラム、学費、就職等への充実し
　たサポートあり）
品川介護福祉専門学校

● 成年後見制度の利用方法・
　後見人等の実務に関する相談
品川成年後見センター

03-5718-７１７４TEL

● 高齢者の住み替えの相談
● 自立生活が可能な高齢者等を
　 対象とした見守り等の生活支援
● 終末期を対象とした入退院
　や葬儀・納骨等の手続き支援
あんしん居住サポート
ターミナルサポート

03-5718-7172TEL

● 区民同士が支えあう活動の支援
● 誰もが楽しく参加できる集
　いの場づくり
ほっと♥サロン

● 若者・中高年のひきこもり等、
　社会参加と仲間づくりの応援
エールしながわ

03-5718-1273TEL

　品川区社会福祉協議会は今年で創立７０周年を迎えました。
　品川社協は、都内で８番目の地区社協として昭和27年11月に任意団体として発足しました。当初は歳末た
すけあい運動の募金活動から、戦後の貧困世帯への歳末援護事業を行っている小さな団体でしたが、現在は紙
おむつの支給、さわやかサービス、ボランティアセンター、ファミリーサポート、成年後見センター、子ども食堂への
支援、エールしながわ（ひきこもり支援）等、たくさんの事業を行っています。これらの事業は皆さまからの会費や
寄付等のご支援により、継続することができました。
　地域の皆さまに品川社協をもっと知ってもらえるよう記念誌を発行します。どんなサービスを行い、地域の支え
愛に協力してくれる方を募集しているかをわかりやすくまとめています。ホームページや窓口にてぜひご覧くだ
さい。これからも皆さまからのあたたかいご支援・ご協力を励みに、支え愛のネットワークづくりのお手伝いを
してまいります。どうぞよろしくおねがいいたします。

品川区社会福祉協議会

 創立70 周年

品川社協は、誕生から
最期まで安心して暮らせるまちを

目指しています。

　秋が深まり、ずいぶんと肌寒くなりましたね。令和４年も残すところはや２か月。
年を重ねるごとに過行く年月の早さを、ひしひしと感じています。今年も多くの方
にお世話になりました。
　品川社協も、みなさんをはじめ多くの方々にご支援いただきました。おかげさま
で本年で７０周年を迎えることができました。今号では改めて感謝を申し上げたく
巻頭特集といたしました。
　これからも、みなさんのお役に立てるよう職員一同全力で頑張ります！

成年後見センター　藤藪 明知

　この度は社協だよりをご覧いただきありがとうございます。品川社協７０周年の
節目に社協だよりに携わることができて光栄に思います。
　一人でも多くの方に品川社協に関心を持ってもらえるような記事づくりに専念
しているつもりですが、至らない点も多いのではないかと感じております。
　もし手に取ってくださった方でアイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、是非ご
意見をお寄せください。皆様のご意見がより良い誌面づくりにつながると思います。
　７０周年記念誌も品川社協を知ってもらえるよう、見やすさを重視して制作い
たしました。HPおよび窓口でもご覧いただけます。
　今後も皆さまにとって有意義な内容を発信できるよう、尽力してまいりますので
どうぞよろしくお願いいたします。 庶務係　梅村　一

『公益財団法人 昭和池田記念財団』助成金助成金情報

※品川区社会福祉協議会庶務係に必ず事前に来所相談の上、申請書の
　提出をお願いします。

品川区内の地域福祉向上に取り組まれている、区内福祉団体
に対して、事業資金を支援します。
助成金額は40万円以内となり、応募者複数の場合は、事業規
模によって按分となります。助成対象事業は、器具・備品購入、
補修・修繕リフォーム工事等の事業等です。
（施設や団体維持のための運営費は対象外です。）

お問い合わせ先

品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2F
TEL: 03-5718-7171
（土日・祝を除く 9:00～17:00）
詳細は、当協議会ホームページをご覧ください。

支 援

今号の

ヒトコマ

受付期限 12月 9日（金）

品川区社会福祉協議会 庶務係 助成金担当


