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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

杉並社協 感謝のつどい

社会福祉法人
杉並区社会福祉協議会
社協は地域福祉を推進する
社会福祉法人（民間団体）
です。

主な記事
2面 ●あんしんサポート事業案内
3面 ●福祉なんでも相談事業案内
●街頭募金実施報告
●ささえあう地域福祉の輪
4面 ●杉並区社会福祉協議会移転
のお知らせ
●読者アンケート
●きずなサロン運営のい・ろ・は
●ボランティア・地域活動見本市
●食料のご寄附のお願い

主催
共催

杉並区社会福祉協議会
杉並区

▼ ▼

ささえあう 地域づくりが 仕事です

日頃から、杉並区社会福祉協議会の事業にご理解、ご協力をいただ
きまして、誠にありがとうございます。杉並社協では皆さまに感謝の
気持ちを込めて、今年も「杉並社協感謝のつどい」を開催します。
今回は地域福祉功労者表彰式と映画「きみはいい子」の上映です。
ぜひご来場をお待ちしております。
日

時

1月20 日㈯
開場12：15

Ⓒ 2015「きみはいい子」製作委員会

かつて子どもだったすべての人にー。
地域の中での、人と人とのつながりから生まれる
ささやかな 「しあわせ」 を描く、
再生と希望の物語

セシオン杉並案内図
⇒

セシオン杉並

⇒

（杉並区梅里１―22―32）
東高円寺駅 徒歩 5分
⇒

至 方南町駅

環七通り

道

市街

五日

至 新宿⇒

高円寺陸橋

青梅街道

新高円寺駅

所

内

容

定

員

杉並第十
小学校

・地域福祉功労者表彰式 ※手話通訳および要約筆記あり
・映画「きみはいい子」
  キャスト 高良健吾 尾野真千子
お

の

ま

ち

※日本語字幕付き

こ

他

550名（先着順、自由席）定員に達した場合は入場をお断りすることがあります。

事前のお申し込みは不要です。当日会場にお越しください。

入場料

東高円寺駅
蚕糸の森
公園

セシオン杉並ホール（梅里１ー 22 ー 32）
こう ら けん ご

※車での来場はご遠慮ください。

至 高円寺駅

至 荻窪

場

開演13：00（16：00終了予定）

問合せ

バス停
セシオン杉並前

（1000円）を納入いただくと、賛助会員とし
て入場できます。

杉並区社会福祉協議会
☎ 03（5347）
1010 ℻ 03
（5347）
2061

食料のご寄附も受け付けいたします。 詳細は４面をご覧ください。

会費
賛助会員

賛助会員を募集しています

助会員の皆さまには、12月中に招待券を
杉並社協賛助会員：無料 ※賛
お送りしていますので、当日お持ちください。
※招 待券をお持ちでない方も、当日賛助会費
一般：1200 円

個人会員
施設会員
団体会員

年額 1,000 円～
年額 2,000 円～
年額 2,000 円～

地域団体会員
企業会員

年額 10,000 円～
年額 10,000 円～

賛助会員とは、杉並社協の理念や事業に賛同し、会費を納めていた
だくことで財政面から支えてくださる方のことです。
杉並社協は、地域の福祉課題の解決に取り組んでいますが、営利を 入会方法 杉並社協の窓口でお申し込みいただくか、ご連絡いただけれ
ば郵便振込用紙
（手数料無料）
を郵送いたします。
目的としていないため、皆さまの会費がそのための大切な財源となっ
また、民生委員を通じてもご入会いただけます。
ています。
（5347）
1010 ℻ 03
（5347）
2061
杉並をよりよい街にしていくため、皆さまのご協力をお願いします。 問 合 せ 管理係 ☎ 03

小林
義明

音 声コード

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

会長

音 声コード

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

新しい年を迎えて
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杉並区社会福祉協議会

区民の皆さま、新年明けまし
ておめでとうございます。皆さ
まにおかれましては、健やかに
新しい年を迎えられたこととお
慶び申し上げます。
昨年は、十四歳の将棋プロ・藤井聡太四段の歴代一位
の二十九連勝や卓球世界選手権での十三歳・張本智和選
手、十七歳・平野美宇選手の活躍など、十代の若者の躍
動が顕著な年でありました。また、十月には、選挙年齢
が十八歳以上に引き下げられて初めての衆議院選挙が行
われました。若い世代の活躍が、これからの社会を明る
く元気にしていくであろうことを、心から期待するとこ
ろです。
さて、杉並社協は、昨年四月、社会福祉法の改正をふ
まえて経営組織を見直すなどして、新たな法人運営をス
タートさせました。区内でさまざまな福祉活動をされて
いる方々を構成員とする理事会・評議員会のもと、
「ささ
えあう 地域づくりが 仕事です」を理念として、区民
の皆さまと共に地域福祉の向上にこれまで以上に取り組
んでまいります。
地域では、
民生・児童委員や町会・自治会の役員などの
方々が、
多様化・複雑化しているさまざまな福祉課題に対
応されておられます。こうした対応はともすれば特定の
方に負担が偏りがちになりますが、人々それぞれがわが
事として地域社会全体で対応していけるように、社協が
調整役となってネットワーク関係を構築してまいります。
また、今年四月には、事務所が現在の「あんさんぶる
荻窪」
から区で建設中の複合施設
「ウェルファーム杉並」（天
沼３の の ）に、福祉事務所や就労支援センターと共
に移転します。この施設は、さらに在宅医療・生活支援
センターや子ども・子育てプラザが加わった区内福祉施
設の一大拠点となります。杉並社協は、
これら行政機関などとこれまで以上に
綿密な連携を図り、区民の皆さまから
寄せられる暮らしのお困り事の相談な
どに適切に対応してまいります。
結びになりますが、今年一年が区民
の皆さまお一人おひとりにとって素晴ら
しい年になることを心よりご祈念申し
上げます。
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～安心して地域で暮らしていくために～

地域福祉権利擁護事業は、判断能力の十分でない高齢者や障害のある方などを対象に、
福祉サービスの利用手続きのお手伝いや日常的な金銭の支払い、通帳などの
預かりサービスを行います。

こんなことでお困りの方はいらっしゃいませんか？
支払いを
忘れてしまう

郵便物の内容
が分からない

アパートで一人暮らしをしているＡ
さん。介護保険のサービスを利用して
いますが、2 カ月分の利用料を滞納し
てしまいました。

～Ａさんの場合～

預金を
引き出せない

Ａさん宅には手続きができていな
い郵便物がたくさんたまっていま
す。最近届いた健康保険証も見当た
らず、困っています。

キャッシュカードの暗証番号を
忘れてしまって預金を引き出せま
せん。通帳や印鑑も失くしてしま
います。

あんしんサポート係にご相談ください
地域住民の方からの相談を受けると、あんしんサポートではご本人の状況を確認します。Ａさんは「最近物忘れが
ひどくって。郵便物の内容もよく分からないの」と不安なご様子。職員が関係機関とともに何度か訪問し、地域福祉
権利擁護事業について理解したＡさんは事業を利用することにしました。

契約後は、月に 1 回生活支援員が訪問して郵便物を確認し、必要な手続き
や支払いをＡさんに代わって行っています。
「この前、お風呂で滑りそうになったの。転びそうで怖いわ」というＡさん
に、介護保険で使える手すりがあることを伝えると「そんな便利なものがあ
るなら利用したいわ」とのこと。ケアマネジャーに福祉用具の導入について
相談しました。

実際の支援の様子

※Ａさんの事例とは関連ありません。

地域福祉権利擁護事業

Q＆Ａ

サービスの内容

Q 支援を行うのはどのような人ですか？
A

基本サービス

「専門員」と「生活支援員」がお手伝いをします。
契約までの訪問や、専門的な相談が必要なときは専門
員が訪問します。契約後の定期的な訪問は、研修を受
けた区民である生活支援員が行います。

不動産の管理はできません。地域福祉権利擁護事業
で行う金銭管理サービスは「日常的」な部分に限られ
ています。

杉並区成年後見センター

☎ 03（5397）1551

まずはあんしんサポート係へご相談ください。職員
が訪問し、状況の聞き取りをしながら支援の計画を立
てます。その後、相談者が社協と契約し、支援が開始
されます。契約するまでの相談や訪問は無料です。
詳しくはお電話にてお問い合わせいただくか、
杉並社協までご来所ください。

必要に応じて

必要に応じて

書類等の預かり
サービス

日常的金銭管理
サービス
●金融機関での手続き
あ
・
ん
・
し
・
ん

例：実印、通帳、
年金証書、
権利証など

Q 地域福祉権利擁護事業を利用するには？
A

●利用料の支払い手続き

貸金庫で大切な
書類をお預かり
します。

※判断能力の低下により、大きな資産や不動産の管理が難しく
なっているような場合は、杉並区成年後見センターにご相談
ください。



●福祉サービス利用時の要望や
苦情を伝える支援

福祉サービスの
利用援助

Q 不動産の管理もお願いできますか？
A

●福祉サービスの情報提供、助言

例：預金の出し入れ、
口座の解約など

●支払い手続き

例：税金、公共料金、
家賃、医療費など

●年金や福祉手当
などの受け取り
手続き

問合せ

あんしんサポート係

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。

専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

☎ 03（5347）1020

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
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～地域でつながる暮らしを応援します～

一緒に考え
 課題を整理する

ご本人や家族から

●どこに相談したらよいかわからない
●利用できる窓口や制度を知りたい
●今後のことが心配

ご近所や関係者から

●ご近所で気になる方がいる
●既存の制度や仕組みでは解決が難しい
●自分からは相談しづらい様子の方がいる

問合せ・予約

相談者からの相談内容や
目的が明確な場合

必要な情報をご案内する

他の制度、専門機関での
相談が適している場合

専門機関等におつなぎする

相談内容の整理が必要、
対応策に時間を要する場合

各専門機関等と連携・協議
しながらサポートする

福祉なんでも相談には、健康や生活など
の心配事から、ボランティアや寄附等の社
会貢献活動の相談まで、さまざまなご相談
が入ります。
相談内容によっては、問題が複雑に絡み
あい、既存の制度や仕組みでは解決が難し
かったり、何を優先して行えばいいのか
わからなくなっていたりすることもありま
す。そのような場合は、相談者とともに考
え関係機関や地域の方とも連携を図りなが
ら、少しでも安心して地域で暮らせるよう

生活相談係

サポートしていきます。
また、気軽に相談していただける場とし
て、
「街頭なんでも相談会」を年に数回実
施しています。この相談会では、杉並ワン
ストップ法務サポーターズ（ＳＯＳ）との
共催で、弁護士や税理士などによる法務の
専門相談や、保健師による健康相談など福
祉以外の幅広い分野での相談もお受けして
います。開催時は、「すぎなみ社協」やホ
ームページ、チラシなどでお知らせします。

福祉なんでも相談 ☎ 03（5347）2064

月～金曜日

福祉
な
ん
でも
相談

街頭なんでも相談会の様子
ＪＲ荻窪駅前広場（タウンセブン）をお借り
して実施しました。

福祉なんでも相談

9：00～17：00

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動募金

街頭募金を実施しました！
今年も地域の皆さまのご協力をいただき、区内ＪＲ４ 駅、すぎなみ
フェスタ 2017 にて募金の呼び掛けを行いました。合計で赤い羽根共
同募金は 141,590 円、歳末たすけあい運動募金は 300,021 円もの募
金が集まりました。ありがとうございました。

み
すぎな
タ
ス
フェ
7
201
（11 月

4 日）

ご協力いただいた皆さま
高円寺北地区町会連合会、杉並区民生委員児童委員協議会（荻窪地区・天沼地区・阿佐谷地区・成田地区・
高円寺地区・高円寺中央地区・井荻地区・宮前地区）
、天沼中学校、阿佐ヶ谷中学校、高円寺中学校、荻窪
中学校、杉並第六小学校、杉並第七小学校、杉並第四小学校、杉並第八小学校
【赤い羽根助成団体】杉並つくしんぼ会、エンジェルキッズ、北風と太陽、すぎなみ若竹会、あひるの会、
社会福祉法人 虹旗社、スワンの会、カスタネットの会、ぎんなん会

ーありがとうございました。

ささえあう

地域福祉 の 輪

しするというのが、義務教育の最 「シニアダーツ大会」が行わ
終段階を担う中学校の大きな役目
れ、生徒たちによる大会の運
だと思う。社会貢献活動を多くの
営補助ボランティアの活動
生徒たちに経験させることがプラ
がありました。参加した生徒から
スになるのではないか」と話しま
は「参加してくれた人から笑顔で
す。
『ありがとう』という言葉をかけ
プロップKは、高齢者の方を中
られ、あたたかい気持ちになった」
心に、さまざまな年齢層が集い、 「皆で楽しめる大会があって、そ
支えあう拠点として事業を展開し
れが自分たちの学校で開かれるこ
ています。理事長の石山さんは「中
とはいいことだし、良い思い出に
学校との協働によって子どもと高
もなりました」といった感想が聞
齢者を結び付けることは、その間
かれました。
に位置する親世代の参加が得られ
活動を通して生徒たちは地域と
るなど、最終的には多世代のつな
の交流を深め、地域に貢献するこ
音 声コード
がりになる」と話します。
との素晴らしさを学んでいます。
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。
10月には富士見丘中学校にて
お二人の話から、生徒の地域活動
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

石山さん（左）、
渋谷校長

を広げ、継続していくことでさら
に支えあいを感じられる地域にし
ていきたい、という強い思いが伝
わってきました
（取材 川端・阿部）
問合せ

音 声コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

杉並区立富士見丘中学校と
ＮＰＯ法人プロップＫとの
協働による社会貢献活動

▲

富士見丘中学校は社会貢
献活動に力を入れており、生徒や
保護者を対象にボランティア募集
をしています。その活動の企画や
運営は、プロップＫと協働で行わ
れています。
校長の渋谷先生は、中学校がボ
ランティア活動の場を提供する意
義について、
「自分の住んでいる
地域でお互いに支えあっていける
ような子どもに育て、地域にお返

29

杉並区立富士見丘中学校
☎ 03
（3333）
8928
NPO 法人プロップＫ
☎ 03
（3335）
6230
HP http://www.prop-k.or.jp
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「きずなサロン」 の新
規立ち上げに興味のある
方向けの説明会です。
運営者から活動の様子
をお聞きする機会をご用
意していますので、奮っ
てご参加ください。
日 時
場 所
対 象
定 員
申込方法
申込先

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

iｎ 永福和泉

～地域が楽しくなる３つの方法～
「ボランティア・地域活動見本市」 は、ボランティ
アを始めたい方とボランティア団体が直接出会い、つ
ながることができる場です。
何か始めたいと思っている人、ボランティア・地域
活動に興味のある人、たくさんの方のご来場をお待
ちしております。 ※申し込み不要・出入り自由

日
場

時 2月18日（日）11：00 ～ 15：30
所 永福和泉地域区民センター

共

杉並区荻窪５︲ ︲

15

杉並区社会福祉協議会は、平成30年３月末を
新住所
もちまして、右記に移転することになりました。
ウェルファーム杉並２階・４階
平成30年４月２日
（月）
から業務開始の予定で
（Wellfirm Suginami）
す。詳しくは「すぎなみ社協」３月10日号にて
〒167-0032 天沼３-19-16
お知らせいたします。
☎ 03
（5347）
1010
（代）
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお
※電話番号の変更はありません
願い申し上げます。

食料のご寄附のお願い
病気や職を失う等で生活にお困りの方のため
に、くらしのサポートステーションを通じて支援
の一環として食料提供を行っています。緊急支援
の場合もありますが、家計再生の助けにもなって
います。皆さまのご協力をお願いいたします。

食品受付

① 杉並社協感謝のつどい

☎ 03（5347）3939 ℻ 03（5347）2063

催 永福和泉地域区民センター協議会

食

平成 29 年 10 月１日から 11 月 30 日まで
（お名前は承諾を得て掲載しています。
）

体〉

スギコーグループ様………………………………………100,000 円
NPO 法人 日本入れ歯リサイクル協会様………………145,016 円
杉並民踊舞踊連盟会長 中屋 信子様… ………………… 80,503 円
公益社団法人 杉並青色申告会女性部様………………… 2,015 円
日本イエス・キリスト教団荻窪栄光教会様…………… 30,000 円
関東バス 労働組合様…………………………………… 15,780 円
特定非営利活動法人 プロップＫ様…………………… 20,000 円

注 意 事 項
・賞味期限が明記されていること
・賞味期限が３カ月以上あること
・未開封のものに限ります

※対象外の食品の場合、お受け取りできないことがござい
ますのでご了承ください。

② 杉並区社会福祉協議会・くらしのサポートステーション

受付期間：1月22日（月）～ 2月28日（水）
（土日祝除く）9：00 ～ 17：00
場所：あんさんぶる荻窪5階・4階（荻窪5ー15ー13）

③ 杉並区役所保健福祉部管理課

受付期間：1月22日（月）～ 2月28日（水）
（土日祝除く）9：00 ～ 17：00
場所：杉並区役所 西棟10階（阿佐谷南１ー15ー１）
※受付場所へのご持参が難しい場合にはご連絡ください。

問合せ くらしのサポートステーション ☎ 03
（3391）
1751

この窓口は、杉並区が設置し、杉並区社会
福祉協議会が運営を受託しています。

今後の紙面づくりの参考にさせていただきますので、ぜひご協力ください。
問１ 「すぎなみ社協」を読んだことがありますか?
①毎号読んでいる ②ときどき読んでいる ③初めて読んだ
問２ 「すぎなみ社協」の掲載内容についてはいかがでしたか?
①満足 ②不満 ③どちらでもない その理由（
問３

〈個　　人〉
明様……………………………………………… 30,000 円

〈物品寄附〉
若狭 康二様……… テレホンカード 50 度数 30 枚、100 度数 3 枚
公益社団法人杉並青色申告会女性部… ……………… アクリルタワシ

〈匿　　名〉
4 件……………………………………………………………310,000 円
1 件………………………………………………………… 使用済車いす
1 件………………………………………………………………… 米８㎏
1 件……………………………… 保存用ビスケット 20 食入り×４缶  他

問４

今号で興味を持った記事を選択してください。(複数回答可)
①一面 杉並社協感謝のつどい
②一面 新年のあいさつ
③二面 あんしんサポート事業案内
④三面 福祉なんでも相談事業案内
⑤三面 街頭募金の報告
⑥三面 ささえあう地域福祉の輪
⑦四面 きずなサロン運営のいろは
⑧四面 ボランティア・地域活動見本市 iｎ 永福和泉
⑨四面 移転のお知らせ
⑩四面 食料のご寄附のお願い

広報紙「すぎなみ社協」について、ご意見やご要望をお聞かせください。
（

アンケートの答えと、お名前、ご住所、電話番号、年代を
明記し、2月9日
（金）までにメール、ＦＡＸ、ハガキのいずれ
かの方法でご回答ください。抽選で5名様に図書券〈500円〉
を差し上げます。
発表は発送を持ってかえさせていただきます。

宛先

☎０３
（５３４７）
１０１０
０３
（５３４７）
２０６１

℻

発行人／小林義明

編集後記

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

）

）

〒167－0051
荻窪５－15－13 あんさんぶる荻窪５階
杉並区社会福祉協議会 管理係
FAX：03（5347）2061
E-Mail：fukushi＠sugisyakyo.com

私たちは杉並の地域福祉活動を応援しています。

新年あけましておめでとうございます。本年度
も「杉並社協感謝のつどい」を開催します。地
域福祉功労者表彰式と、毎年のアンケートでも
ご要望の多い映画上映を行います。１月20日
（土）午後12時15分開場予定です。皆さまの
参加を心よりお待ちしております。 （S・U）

品

読者アンケートのお願い

寄附者名簿

久保田

象

日時：1月20日(土) 11：00～14：00
場所：セシオン杉並 ホール入り口付近（梅里1ー22ー32）

ありがとうございました

〈団

対

・缶詰
（サバ水煮缶、
さんま缶、
果物缶など）
・レトルト食品
（ご飯、
カレー、
パスタソースなど）
・インスタント食品
（カップ麺、
みそ汁など）
・乾麺
（ラーメン、
そうめん、
パスタなど）

▲

あんさんぶる荻窪５Ｆ
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移転のお知らせ

（和泉3 ー 8 ー 18）

問合せ 杉並ボランティアセンター

︲

0051

地域福祉推進係 ☎ 03
（5347）
1017

ボランティア・地域活動見本市

〒
167

い・ろ・は

2月23日（金）9：30～11：30
あんさんぶる荻窪５階第２会議室
杉
 並区内でサロンの運営に関心のある方
10名（先着順）
電話にてお申し込みください。

No. 183 号

INFORMATION

すぎなみ社協発
きずなサロン運営の

平成 30（ 2018 ）年 1 月 10 日

音 声 コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。
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