ささえあう 地域づくりが 仕事です 2017.９.10
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広報紙「すぎなみ社協」は奇数月
（5・7・9・11・1・3）
10日発行です。
杉並社協
検 索
ホームページでもご覧になれます。

杉並社協のマスコット
キャラクター「うぇるくん」

〒167-0051 杉並区荻窪5-15-13 あんさんぶる荻窪5階 ☎03（5347）1010（代） ｅ- mail fukushi@sugisyakyo.com

第71回

ご協力いただいた募金は、
杉並区内の地域福祉の推進を
目的とした民間の活動に
助成します。

主な記事
2面 ●ささえあいサービス
●杉並ファミリーサポート
センター
3面 ●赤い羽根共同募金ありが
とうメッセージ
●ささえあう地域福祉の輪
4面 ●生 活福祉資金・教育支援
資金の案内
●福祉なんでも相談 街頭
なんでも相談会
●はじめてのボランティア
説明会

ご協力ください！

赤い羽根
【赤い羽根共同募金】
1947 年
（昭和22 年）
に始まった全国的な募金
運動です。
毎年 10月１日～12 月 31日までの３カ月間、
区内のさまざまなところで、
呼びかけを行います。

また、
大規模災害発生時
の対策等へも活用
いたします。

じぶんの町を
良くするしくみ。

【すぎなみの町に住む私】

【じぶんの町を良くする活動】

あなたの募金が、すぎなみの町を住みやすい
町にしていきます。近くで困っていた人を笑顔
にしてくれます。その笑顔がまた赤い羽根につ
ながっていくと、助け合いの大きな輪ができあ
がっていきます。

杉並区内で募金活動をしていただいた金額
の約 7 割が、杉並区内の団体等に活用されて
います。皆さまの募金は、杉並区内の皆さま
を支援しています。
今年は25の団体が、昨年の赤い羽根共同
募金活動で集められた皆さまの募金を受
け、さまざまな事業に活用させていただいて
いています。

園庭の無い保育園の、
子どもたちが
遊ぶ遊具の購入費へ

※平成29 年度の募金から助成（配分）されます。詳細は３面で
ご案内しています。

集中
音 声コード 募
問合せ

受

付 杉並区社会福祉協議会

区内募金箱

街頭募金

町会・自治会

ほか

街頭募金

のお知らせ

一部の商店街事務所に設置されます。詳しくは、杉並区社会
福祉協議会のホームページでご確認ください。

●赤い羽根共同募金 助成金の申請を受け付けます。

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

間

募金箱 は、あんさんぶる荻窪、一部の高齢者施設、

昨年、助成金を活用させていただいた団体は ２２ 団体。
その団体から届いたお礼の言葉の「ありがとうメッセー
ジ」の一部を、３面でご紹介しています。

音 声コード

10 月１日㈰ から12 月 31日㈰

期

※制度上の優遇処置について：赤い羽根共同募金は、金額
により税制上の優遇処置の対象となります。詳しくは、
お問い合わせください。

共同生活を送っている
グループホームで、
壊れた家電の購入費へ

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

2017 年度ポスター

わたし

すぎなみの町

え ば
と

社協は地域福祉を推進する
社会福祉法人（民間団体）
です。

赤い羽根共同募金運動

10 月1日より赤い羽根共同募金
運動が始まります。

た

社会福祉法人
杉並区社会福祉協議会

荻窪 鈴木青果店（天沼３‒２６‒１５）

荻窪の協会通り新栄会にある
青果店。国産にこだわり、季節ごと
に梅干しや石焼き芋なども並びます。
ご主人は毎年、募金期間中に「募金箱」
を店頭に置いてご協力くださっています。
お買い物の際、通勤・通学時など、近くにお立ち寄
りの際は、募金の協力をお願いいたします

募金箱を置かせてくださるお店、施設を大募集しています。

地域福祉推進係 ☎ 03
（5347）
1017

杉並区社会福祉協議会では、毎年、
配分団体（助成団体）の方々と一緒
に街頭募金を行っています。今年は、
以下の日程で実施を予定しています。

10月 2日㈪

11月 4日㈯

15：30～16：30

10：00～15：30

JR 荻窪駅

すぎなみフェスタ
（桃井原っぱ公園）
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住みよい地域を一緒につくる！

ささえあいサービス

ささえあいサービスは、地域の方に協力会員になっていただき、
利用会員（日常生活に手助けが必要な高齢の方や障害のある方）
の家事や介護の援助を行う、会員同士で支え合う活動です。

協力会員募集

困った

困った

高齢の方や障害のある方には、
いろいろな「困った」があり
ます。そんな「困った」をあ
なたの時間を使ってお手伝い
いただけませんか？

外出や買い物のときに、
付き添って
くれたら…

協力会員になるには
18 歳以上の方。経験や資格は問いません。登録後に研修を行いますので、
初めての方でも安心して活動できます。
ご都合の良い時間帯に無理のない範囲での活動をお願いしています。

ささえあいサービス協力会員登録説明会

サービス内容

家事援助
介護援助

利用料金／謝礼金（ １時間あたり）
午前９時～
午後８時

午前７時～ ９時
午後８時～10 時

食事の支度・
掃除・買い物・
話し相手など

800 円

1000 円

外出の付き添い・
家族不在時の
見守りなど

1000 円

1200 円

ささえあい係
☎ ０３
（５３４７）
３１３１
℻ ０３
（５３４７）
２０６２

協力会員募集

サポート
の提供

高井戸地域区民センター

高井戸小
京王 井の頭線

杉並清掃工場
北口

至 渋谷

問合せ

環 八 通 り

※安心して活動していただくため、後日、２時
間の研修を受けていただきます。

至 吉祥寺

ささえあいサービスの活動内容のご案内と、皆
さまからの質問をお受けします。登録をご希望
の方は、その場で登録の手続きができます。

杉並ファミリーサポートセンター
育児の援助を受けたい人

サービス区分

至 荻窪

高井戸地域区民センター
【日 時】 ９月２６日（火）
①１０：００～１１：３０ ②１３：３０～１５：００
※午前と午後の内容は同じです。
ご都合がよい方にご参加ください。
【場 所】 高井戸地域区民センター 第７集会室（高井戸東３－７－５）
【申込み】 事前にささえあい係にご連絡ください （当日参加も可）

利用会員

掃除や料理を
手伝って
もらえたら…

高井戸駅

高井戸保育園
松屋
みずほ銀行

佃橋

セブンイレブン

神田川

郵便局
至 甲州街道

京王井の頭線
「高井戸駅」
から徒歩 3 分、JR 中央線
荻窪駅南口から関東バス
「芦花公園駅」
行
（荻54）
、
「北
野」
行
（荻58）
で
「高井戸駅」
下車、徒歩2 分

杉並ファミリーサポートセンターは、お子さんのいる
区民の子育てを支援するために、子育ての手助けをし
てほしい人（利用会員）と手助けができる人（協力会
員）が地域の中で相互援助を行う会員制の組織です。

協力会員

区内で育児援助のできる 20 歳以上の人

利用料
（謝礼）

協力会員になるには
援助の
依頼

援助の
依頼

杉並ファミリーサポート
センター（コーディネーター）

20 歳以上の方。登録後に研修
を行いますので、初めての方で
も安心して活動できます。
ご都合の良い時間帯に無理の
ない範囲での活動をお願いして
います。

子育てが一段落してご自分の時間ができた方、仕事はしているけれど週に１～２日ならば都合がつく方、
温かい家庭的な雰囲気の中で、子育て世代をサポートしてみませんか。

【活動内容】保育園施設への送迎とそれに伴う子どもの預かり、利用会員が外出する際の協力会員宅での子どもの預かりなど
【謝

礼】1 時間 800 円（早朝・夜間は 1000 円）

問合せ

杉並ファミリーサポートセンター
協力会員出張説明会
浜田山会館

【日 時】 10月17日（火）
①１０：００～１１：0０ ②１３：３０～１4：30
※午前と午後の内容は同じです。
ご都合がよい方にご参加ください。
【場 所】 浜田山会館 第1集会室（浜田山1－36－3）
【申込み】 事 前に杉並ファミリーサポートセンターに
ご連絡ください （当日参加も可）

ささえあう地域づくりが仕事です

杉並ファミリーサポートセンター ☎ 03
（5347）1021
子どもの送迎や預かり活動を始めたい方を対象にした基本的な説明会です。「子育て
支援に関心がある」「どんな活動を始められるの？」 等の質問にお答えします。 気軽に
ご参加ください。
※安心して活動していただくため、後日、研修を受けていただきます。
成城石井

浜田山駅

みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行

たばこ屋

至

西永福駅

浜田山
会館
音 声 コード

音 声 コード

専用の読み上げ装置で

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

読み取ってください。
浜田山駅より、
徒歩5分

社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会
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赤い羽根共同募金運動（平成27年度）で、

皆さまからいただいた募金を、活用させていただいた
施設や団体から、喜びとお礼の言葉が届きました。

ありがとうメッセージ

＊赤い羽根共同募金の使い道や団体からのお礼の言葉「ありがとう
メッセージ」は、東京都共同募金の「赤い羽根データベース はね
っと」で見ることができます。http://hanett.akaihane.or.jp/

★あひるの会

★のはら保育園

♪指導料や施設使用料などに活用させていただきました。

♪子ども達の遊具購入に

活用させていただきました。

音楽療法士の指導のもと、音楽を通じ
てコミュニケーションや表現力など、さ
まざまな能力を伸ばし、意思が伝わりや
すくなりました。長く続けることで仲間
意識が深まり、意欲いっぱいの笑顔も見
られるようになりました。
－継続は力なり－
心より感謝申し上げます。

子ども達は室内で登ったりすべったりする
ことがうれしくて、順番を待ちながら楽しん
でいます。
身体を動かす事で気分転換にもなり、その
後は静かな遊びに集中する姿が見られます。
遊具は、子ども達のほっとできる場所にもな
っています。

★杉並・あしたの会福祉作業所

★スワンの会

♪リフト付き大型バス貸し切り代などに活用させていただきました。

♪水泳講師の謝礼に活用させていただきました。

利用者の高齢化が進み、自力で遠
方への外出が年々困難になり、ご家
族の負担も増しています。助成金の
おかげでリフト付き大型バスで安全
にバスハイクへ行けました。「リフト
バスなら急がずに行動できる」「楽し
かった」など、余暇を充実できたと
の言葉が寄せられました。

重度知的障害者には余暇の機会がな
く休日は引きこもりがちですが、プー
ルの日は外出の良い機会となっていま
す。重度障害のため、体調を崩して参
加できないこともありますが、上級資
格取得の指導員より、きめ細やかな個
別指導が受けられ、年間の参加者数も
一層増えました。

赤い羽根共同募金の助成金の申請を受け付けます
（地域配分）

◆対象団体
杉 並区内に所在し、申請時に事業開始から１年を経過している次の
施設・団体
①児童厚生施設（児童館）
②保育施設（保育室、認証保育所を含む）
③障がい者の就労および地域生活支援をおこなう施設、団体
④社会福祉施設
⑤その他、地域福祉の推進を目的とする団体で東京都共同募金会
杉並地区配分推せん委員会において承認された団体
◆対象事業
平成30年度に実施する下記の事業
⑴利用者のための備品整備
⑵小破修理
⑶利用者のための研修・講習会

ささえあう

地域福祉 の 輪
「井草ふるさとネット」は“あ
かり”で『人つながり・一つなが
あんどん
り』を目指し、行灯作りや展示の
活動をしている団体です。
「やさしい“あかり”に多くの
仲間が笑顔になる、そんな活動を
したい」と、代表の井口さんら有
志が立ち上げ、商店街や児童館、
学校等と協力しながら、地域住民
が主役の“あかり”を作り上げて
います。
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音 声コード

音 声コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

詳しくはホームページを
ご覧ください。

杉並社協 http://www.sugisyakyo.com/
杉並ボランティアセンター
http://borasen.jp/（検索「ぼらせん.jp」）

井草ふるさとネット

㈲かねいち商事 内 井草ふるさとネット ☎03（3301）8674
メール igusa.f.akari@gmail.com
ＨＰ http://www.sugi-chiiki.com/igusa-f-akari

初めは夏祭り、盆踊りが中心の
活動でしたが、現在はハロウィー
ンやクリスマスのイベントで出展
したり、小学校や高齢者施設で行
灯作り教室を企画するなど、地域
づくりの種が少しずつ芽を出して
います。

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

◆配分金額 ３０万円以内（申請事業における総事業費の75％以内）
◆申請方法
募集要綱を確認し、必要書類を申込先に、電話予約のうえ持参にて提出
◆申請期間
平成29年９月11日（月）から10月13日（金）17時まで ※厳守
◆申込み・問合せ
東京都共同募金会杉並地区配分推せん委員会
杉並区社会福祉協議会 地域福祉推進係 担当：井上・飯塚
【提出先】 荻窪5－15－13 あんさんぶる荻窪５階
【電 話】 03（5347）1017 要予約

いろど

祭りを彩る行灯

ささえあう地域づくりが仕事です

「どんな年代の方でも楽しく作
れるように」という想いから、副
こみなと
代表の小湊さんが職人さんとアイ
デアを出してオリジナル木型（※
写真下）を作り、児童館に通って
いる赤ちゃん連れのお母さんか
ら、地域の高齢者まで参加できる

行灯の木枠を簡単に作るための
オリジナル木型

社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

代表の井口さん（右）、小湊さん（右から2番
目）とメンバーの皆さん

ようになったそうです。
「行灯に手形を押した赤ちゃん
が、大人になっても参加できるよ
うに」と、続けることを大切にし
ながら、気軽に参加できるよう工
夫し、活動する姿が印象的でした。
隔週水曜日にウェルカム定例会
を行っています。あなたも参加し
てみませんか？

（取材：清水・堀本）
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発行部数
十二万部 発行 ／社会福祉法人

杉並区社会福祉協議会
〒
︲
杉並区荻窪５︲ ︲

0051

15

あんさんぶる荻窪５Ｆ
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～生活福祉資金 教育支援資金のご案内～

生活福祉資金 教育支援資金は、高校、大学、専門学校等にかかる入学金や授業
料等をお貸しする制度です。

・貸付には、条件（審査）があります。
・本制度より優先して利用いただく制度があります。
・お申し込みから交付まで1カ月程度かかります。
・平成30年度進学を希望される方は、受験する学校が決まったら
合格発表の前に申し込みできます。
問合せ

生活相談係

生活福祉資金

☎03
（5347）
3134

※杉並区以外にお住まいの方はお住まいの社会福祉協議会に
お問い合わせください。

日

時 9月16日(土)13:30 ～ 15:00
9月26日(火)10:00 ～ 11:30 ／
13:30 ～ 15:00
場 所 あんさんぶる荻窪５階
対 象 ボランティア活動に興味がある方
定 員 各回５名（先着順）
申込み ３日前までに下記へお申し込みください。
問合せ 杉並ボランティアセンター

☎ 03
（5347）
3939
℻ 03
（5347）
2063

あんしんサポート 後見センター

合同講演会

日
場
共
協

師 （杉並社協）あんしんサポート専門員
杉並区成年後見センター 相談員
日
時 11 月 8 日（水）
13：30 ～ 15：30
場
所 あんさんぶる荻窪５階 第２会議室
定
員 30 名（申し込み先着順）
費
用 無料
申込方法 電話にてお申し込みください。
申 込 先 あんしんサポート係

9月27日（水）12：00 ～ 16：00
JR荻窪駅前広場（タウンセブン）
杉並ワンストップ法務サポーターズ（SOS）
荻窪タウンセブンビル㈱

問合せ・予約

生活相談係 福祉なんでも相談
☎ 03
（5347）
2064
9：00 ～ 17：00

福祉なんでも相談とは…
生活上の心配ごとや困りごと等の軽減に向けて、職員が
一緒に考えて整理していきます。気軽にご相談ください。
地域でつながる暮らしを応援します。

ありがとうございました

寄附者名簿

平成 29 年６月１日から７月 31 日まで
（お名前は承諾を得て掲載しています。
）

〈団

体〉

首都圏建設産業ユニオン杉並支部様…………………12,000 円
ルミネ荻窪店 恵比寿様………………………………52,552 円
双百合幼稚園様……………………………………… 100,000 円
関東バス 労働組合様…………………………………28,090 円

講

☎ 03（5347）1020

時
所
催
力

街頭なんでも相談会では、福祉以外の分野の専門家とも連携して、
税理士･特定社会保険労務士･弁護士･行政書士･司法書士･看護師･保健師等が
対応します。
※専門家の相談（１回30分）は事前予約が必要です。

～高齢になっても障害を抱えても
「こうしたい！」を支える仕組み～

住み慣れた地域で誰もが安心して暮ら
していくための「地域福祉権利擁護事業」
と「成年後見制度」についてご説明いた
します。
心配なご親族がいる、将来に備えてな
ど、制度に関心がある方は、お気軽にご
参加ください。

受験する学校が決まったら、合格
後の手続きの内容やスケジュール
を確認し、余裕を持って準備をし
ましょう。

福祉なんでも相談 街頭なんでも相談会

受付時間
月～金曜日

あんしんな地域生活と財産管理

〈個　　人〉
浜砂
廣西

恒夫様……………………………………………50,000 円
信子様……………………………………………50,000 円

〈物品寄附〉
若狭 康二様……………………………………… 未使用の葉書
NPO 法人日ロ創幸会様………ボリショイサーカス特別招待券 20 枚

〈匿　　名〉
6 件……………………………………………………… 807,275 円
1 件……………………………………… 未使用テレフォンカード
1 件…………………………………………………………… 米４Kg

杉並区社会福祉協議会 共催イベント
第５回 すぎなみチャリティーゴルフ大会
開催日：平成29年10月23日（月）
競技内容：スクランブルプレー チーム対抗
（1チーム4名）
場 所：森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）
申込・詳細：
ハイランドセンター内
すぎなみチャリティーゴルフ大会実行委員会
事務局までお問い合わせください。
☎ 03
（3334）
7111
チャリティーゴルフ大会での
純益金は杉並区の社会福祉活動
に役立てられます。

☎０３
（５３４７）
１０１０

私たちは杉並の地域福祉活動を応援しています。

０３（５３４７）２０６１

℻

発行人／小林義明

編集後記

広報紙「すぎなみ社協」では、広告掲載を
募集しております。内容を審査し、掲載の
可否を決定させていただきます。詳細につ
きましては、管理係までお問い合わせくだ
さい。 ☎03（5347）1010 （S・U）

4
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平成二十九年九月十日発行
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貸付制度

これからボランティアを始めたいという方
を対象とした基本的な説明会です。
区内のボランティア活動の紹介や、
「ボラン
ティアってなに？」
「どうしたら活動を始めら
れるの？」等の質問にお答えします。
お気軽にご参加ください。

No. 181 号

INFORMATION

すぎなみ社協発
はじめてのボランティア説明会

平成 29（ 2017 ）年 9 月 10 日

各ページの下端についている「音声コード」は、目の不自由な方などの
ために、本紙に掲載された印刷情報をデジタル情報に変えるための二次
音 声 コード
元のバーコードです。専用の読み上げ装置で読み取り、音声で聞くこと
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。
ができます。なお、コードの位置を示すために切り込みを入れています。
ささえあう地域づくりが仕事です

社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

音 声 コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

