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社協は地域福祉を推進する
社会福祉法人（民間団体）
です。

No.

主な記事

2面 ●きずなサロン紹介
3面 ●赤い羽根共同募金・歳末
たすけあい運動実績報告
●ささえあう地域福祉の輪
4面 ●杉並区社会福祉協議会の
災害に備えた取り組み
杉並社協のマスコット
●ボランティア保険の更新案内
広報紙「すぎなみ社協」は平成30年度から5月、７月、
9月、12月、３月の1日発行になります。
キャラクター「うぇるくん」
●地域福祉権利擁護事業
検 索
また、杉並区社会福祉協議会ホームページでもご覧になれます。 杉 並 社 協
生活支援員募集
●
香典返しご寄附の案内
〒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

移転します。

杉並区社会福祉協議会は

4/2 ㈪ からウェルファーム杉並（複合施設棟）に

杉並区社会福祉協議会は、複合施設棟「ウェルファーム杉並」2 階・4 階で業務を行います。新た
な場所で、職員一同、共助のまちづくりを目指して、地域福祉の推進に取り組んでいきます。
新住所

〒167-0032

杉並区天沼３ー 19 ー16

※３月30日 ㈮ までは、現在のあんさんぶる荻窪 5 階で業務を行います。
※3月31日㈯は杉並ボランティアセン
ターは臨時休館となります。
また、杉並ボランティアセンターの開
所日は、火曜日～土曜日のため、４月3
日㈫からの営業となります。よろしく
お願いいたします。

（イメージ図）
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きずなサロンに参加してみませんか？
きずなサロンは、地域の方々が中心になって運営している
誰もが気軽に立ち寄れるつどいの場で、現在 40カ所あります。（平成 30 年１月９日現在）
きずなサロンを通して、世代を超えた交流や仲間づくり、生きがいづくりができます。
今回、荻窪きずなサロンに参加されている石本スミさんにインタビューしました。

きずなサロンに参加されたきっかけは何ですか？
東京に出てきて、
「これから何をしたらいいかわからない」
となった時に、家族が区民センターからきずなサロンのパンフ
レットをもらい、自宅から一番近くの「荻窪きずなサロン」に
行くことにしました。

参加初日のことを教えてください

２年前に地方から東京に引っ
越しをし、荻窪きずなサロンに
参加されている 石本スミさん。
現在は、地域活動の幅が広がっ
ているようです。

参加してよかったことは何ですか？

誰の紹介もなく、
「こんにちは。初めてなんですけど」
と言ったら、代表の方が「さあ、どうぞ」とお隣に座
らせてくれました。他の方もみんないい方で、それが
良かったです。
今は、時間があればできる限り参加しています。最
近、お手伝いもやるようになって、毎回コーヒーを出
しています。

いろいろな人とお友達になれたこと。東京に来るま
では、仕事場と家の往復で、地域では何もしていませ
んでした。今は、「きずなサロン宮三・ほっぺ」や「善
福寺川ラジオ体操会」にも参加しています。

これから参加される方にひとことお願いします
きずなサロンを知らない人が多いですが、若い方でも
年配の方でも楽しいから是非参加してみてください。家
で一人でいるよりも楽しいですよ。

インタビューを終えて

今回インタビューに答えてくれた石本さんは、２年間でたくさんの
お知り合いができ、いきいきと生活しているように感じました。
きずなサロンでは、初めて参加される方大歓迎です。ぜひ、きずな
サロンに参加してみてください。

なさん
み
の
ン
ロ
荻窪きずなサ

きずなサロン

の い ･ろ ･ は から
営
運

はこんなところ・・・

う
はじめよ

予約不要
誰でも
どうぞ

出入り
自由
「きずなサロン運営のい ･ ろ ･ は」では、きずな
サロンの立ち上げ方法をご説明いたします。運営
者から実際の活動の様子をお聞きする機会もご用
意しています。年４回程度実施していますので、
ぜひご参加ください。

運営者は
ボランティア

協力金

100円～ 300円程度

仲間づくり・
生きがいづくり

４月 27 日（金） 13：30 ～ 15：30
場 所 ウェルファーム杉並２階 会議室 1
（天沼３-19-16）
定 員 10 名（先着順）
申込み 電話にて 地域福祉推進係まで
日

時

きずなサロンひだまり
の様子

きずなサロン 地域福祉推進係
☎ 03（5347）1017 ℻ 03（5347）2063
の問合せ
ささえあう地域づくりが仕事です

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。

URL http://www.sugisyakyo.com
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・歳末たすけあい運動

平成 29 年度の「赤い羽根共同募金運動」および「歳末たすけあい運動」は 12
月 31 日に終了いたしました。
本年度も多くの町会・自治会、地域団体、民生委員児童委員協議会、区民の皆
さまにご支援・ご協力いただきました。また、街頭募金や募金箱の設置、ポスター
掲示でも多くの皆さまにご協力をいただきました。ありがとうございました。
赤い羽根共同募金は、杉並区を中心とした東京都内の福祉活動や福祉施設の整
備に、歳末たすけあい運動募金は、社会福祉協議会を通じて、区内の地域福祉活
動団体への助成金やきずなサロンの立ち上げ・運営支援など、地域福祉推進事業
に広く役立てさせていただきます。
この運動にご賛同いただきました皆さま方に、心からお礼を申し上げるととも
に、今後とも地域福祉の推進にお力添えをいただきますよう、お願いいたします。
東京都共同募金会杉並地区協力会
社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

会長
会長

秋山
小林

ご協力ありがとうございました
赤い羽根共同募金

7,597,775 円

（前年度比減 5.4％）

歳末たすけあい運動募金 11,730,365 円

（前年度比増 10.8％）

とよ
義明

ご 協 力 い た だ い た 皆 さ ま

町会・自治会
＜清沓中通地区＞
清和会
沓掛いづみ会
中通明和会
＜下井草地区＞
中瀬自治会
下井草東部自治会
神戸町会
柿木共栄会
四宮親交会
矢頭睦会
住吉親交会
井草一、二丁目自治会
都営井草三丁目アパート自治会
＜上荻窪地区＞
荻窪白山親和会
上荻親和会
西荻北町会
仲よし町会
＜上井草地区＞
善福寺町会
新町自治会
三谷町会
上井草自治会
今川町親和会
宿町町会
井荻自治会
井荻三丁目会
さくら町会
＜天沼地区＞
天沼一丁目町会
天沼二丁目三よし会
天沼尚和会
天沼三丁目西町会
天沼三丁目あかるい町会
天沼二丁目町会
本天沼西町会
本天沼東町会
＜荻窪地区＞
荻窪川南町会
荻窪中央町会
荻窪東町会
南荻窪会
神明町文化会
西荻窪町会
荻窪五丁目町会
＜馬橋地区＞
高円寺緑ヶ丘町会

梅里二丁目町会
新高円寺町会
阿佐谷南一丁目東町会
馬橋二丁目北自治会
馬橋三丁目東自治会
馬橋自治会
阿佐谷南二丁目杉の子睦会
阿佐谷南一丁目親睦会
＜阿佐谷地区＞
阿佐谷商店街振興組合
南阿佐谷自治会
阿佐谷南三丁目新和会
阿佐谷南三丁目町会
阿佐谷南一丁目中町会
阿佐谷一番街商店会
阿佐谷北二丁目町会
川端新興会
阿佐谷北五丁目町会
阿佐谷元六丁目町会
阿佐谷北一丁目町会
阿佐谷北口駅前スターロード商店会
阿佐谷東一番街町会
阿佐三会
温交会
阿佐谷北松山通親交会
阿佐谷南三丁目壱睦町会
阿佐谷南三丁目曙会
阿佐谷北三丁目町会
＜成田地区＞
東一会
東二会
成一自治会
成二町会
成三町会
西田自治会
松渓自治会
西田町会
シャレール荻窪自治会
都営荻窪２丁目アパート自治会
＜和田地区＞
和田自治協力会
和田一丁目町会
和田三丁目西町会
和田三丁目東町会
コーシャハイム杉並和田自治会
＜堀ノ内松ノ木地区＞
梅里一丁目町会
松ノ木町会
堀ノ内南町会
堀ノ内自治協力会
堀ノ内西町会

堀ノ内町会
堀ノ内一、二丁目町会
大宮一丁目自治会
大宮二丁目自治会
ガーデン堀ノ内住宅自治会
＜高円寺中央地区＞
高円寺南一丁目東町会
高円寺南一丁目西町会
高円寺南二丁目東自治会
高南２南町会
高南自治会
高南二丁目町会
高円寺南五丁目町会
高円寺南中央町会
高円寺南氷川町会
高円寺パル商盛会
＜高円寺北地区＞
高円寺北一丁目町会
高円寺北二丁目町会
高円寺北中央自治会
高円寺中通町会
高円寺北庚申文化会
馬橋南自治会
馬橋北自治会
高円寺北四丁目新生会
＜宮前地区＞
西荻南二丁目大和通町会
宮前三丁目会
西荻南中央会
西荻南一、二丁目南部町会
久我山東自治会
都営久我山アパート自治会
久我山南自治会
久我山西自治会
松庵東町会
松庵町会
＜高井戸地区＞
上高井戸町会
高井戸中央町会
高井戸町会
都営高井戸団地自治会
高井戸東四丁目町会
都営高井戸東一丁目アパート自治会
高井戸第２ハイホーム自治会
ファミールグラン高井戸デュープレックス
富士見丘アパート自治会
＜方南和泉地区＞
方和自治会
方南東自治会
方南西町会
和泉第一町会

和泉第二町会
和泉第三町会
和泉西町会
方南二丁目町会
泉南町会
＜下高永福地区＞
下高井戸下町会
上町親交会
下高井戸仲町会
下高井戸二、三丁目町会
向陽町友会
浜田山町会
永福西町会
永福自治協力会
天神山町会
翠親和会
下高井戸四丁目中央町会
下高井戸三丁目町会
下高井戸五丁目住宅自治会
さくら野町会

街頭募金

JR 荻窪駅
天沼中学校生徒有志
天沼地区民生委員 ･ 児童委員
荻窪地区民生委員 ･ 児童委員
JR 高円寺駅
高円寺中学校生徒有志
杉並第四小学校児童有志
杉並第八小学校児童有志
高円寺北地区町会連合会
高円寺地区民生委員 ･ 児童委員
高円寺中央地区民生委員 ･ 児童委員
JR 阿佐ヶ谷駅
阿佐ヶ谷中学校生徒有志
杉並第六小学校児童有志
杉並第七小学校児童有志
阿佐谷地区民生委員・児童委員
成田地区民生委員・児童委員
JR 西荻窪駅
荻窪中学校生徒有志
民生委員児童委員協議会
井荻地区民生委員 ･ 児童委員
宮前地区民生委員 ･ 児童委員
方南和泉地区民生委員児童委員協議会
下高永福地区民生委員児童委員協議会 東京メトロ 新高円寺駅
梅里一丁目町会
和田堀地区民生委員児童委員協議会
高円寺中央地区民生委員児童委員協議会 すぎなみフェスタ 2017
あひるの会
高円寺地区民生委員児童委員協議会
エンジェルキッズ
阿佐谷地区民生委員児童委員協議会
カスタネットの会
成田地区民生委員児童委員協議会
北風と太陽
天沼地区民生委員児童委員協議会
ぎんなん会
荻窪地区民生委員児童委員協議会
杉並つくしんぼ会
下井草地区民生委員児童委員協議会
すぎなみ若竹会
井荻地区民生委員児童委員協議会
スワンの会
宮前地区民生委員児童委員協議会
社会福祉法人 虹旗社
高井戸地区民生委員児童委員協議会

募金箱設置

個人・企業・団体
個人 ３名
メディスンアルファ株式会社
杉並仏教会
東京城西ロータリークラブ
杉並米穀小売商組合連合会
JA 東京中央城西地区女性部
富士見丘中学校生徒有志
ＮＰＯ法人 チーム・イーグレット
杉並区手をつなぐ育成会
下高ファイブわがまち会
大宮馬塔祭
カスタネットの会
スワンの会

社会福祉法人サンフレンズ 上井草園
社会福祉法人八成グループ 八成ふれあいの家
社会福祉法人カリタスの園 小百合の寮
社会福祉法人真松之会 和田堀ホーム
NPO 法人福祉開発機構デイサービスセンター夢の飛行船
NPO 法人ともしび会 大宮ふれあいの家
NPO 法人杉並介護者応援団 ゆうゆう高円寺東館
NPO 法人けやき精神保健福祉会 けやき亭
阿佐谷商店街振興組合
荻窪 鈴木青果店
LITALICO ジュニア荻窪教室
杉並区保健福祉部管理課庶務係
区内きずなサロン（36 か所）

その他、募金箱に大勢の皆さまよりご寄附をいただきました。

地域福祉 の 輪

30

代表の伊東さん（右）と
三枝さん（左）

ささえあう

地域（まち）カフェ・れおん
▲

2 階のリビングで
お出迎えする「レオン君」

を加え伊東さん宅を一部改装し、
緑道から入りやすい開放的な自宅
カフェに変身させ、地域福祉活動
費助成金を利用してテーブルや食
器類などの備品をそろえました。
スタッフはこのお二人を中心とし
たボランティア数名です。カフェ
以外にも月に一度、２階リビング
でセミナーを開催。医療や福祉に
限らずさまざまなテーマで行って
います。
はり
カフェ室内は二本の立派な梁や
落ち着いた色合いの襖、昔ながら
の足踏みミシンも置かれていて古
民家風の様相です。取材日の訪問
音 声コード
者はご夫婦を含めた５人。男性の
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。
参加も多く、この時も入り口近く

高円寺南の桃園川緑道沿いにあ
る
「地域（まち）カフェ・れおん」
は平成29年４月にオープンした週
４日開催しているコミュニティー
カフェです。
オープンの３カ月前、ケアマネ
ジャーの仕事を辞め地域活動を
「カフェ」という形で実現したい
と考えていた伊東さんと、「音楽」
を通し地域で活動したいという
さいぐさ
三枝さんが出会い急速に話が進み
ました。自己資金にバザー収益金

音 声コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

ささえあう地域づくりが仕事です

の椅子にひとりの男性が座ってい
ました。「日当たりの良いここが
この方にとって居心地の良い場所
なのだと思います。その方にとっ
ての心地よい場を大切にしていま
す」と伊東さん。そんな理由から
あえて決まったプログラムを作ら
ないとも…。
もちろん、介護の相談や情報提
供もおこなっていますが、いらし
た方からさまざまなお知恵を拝借
することも本当に多いそうです。

「年齢問わず地域に居場所を求
める方にとっての必要な場所にな
りたい」そんな想いから常設の自
宅カフェを始めた「地域（まち）
カフェ・れおん」。地域の中に自然
と溶け込むこのような場所がもっ
と広がり、杉並の風景の一部にな
ると素敵だと感じた取材でした。
(取材：井上)

地域（まち）カフェ・れおん
場 所：高円寺南３―41―12（伊東家・緑道沿い）
連絡先：03
（3314）
2407（代表者 伊東さん）
開催日：月・火・木・金（３月中は木曜日が休みで水曜日開催）
利用料：300 円
※月１回は、セミナー開催 参加費 500 円

社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

すぎなみ社協

すぎなみ社協

１８４
平成三十年三月十日発行
発行部数

災害ボランティアセンター

立ち上げ訓練

杉並社協では、
災害ボラセンを区民や団体と
連携しながら運営することを想定しています。
災害ボラセンを運営するためのボランティア
スタッフを養成するために平成25年度から開
始した「災害ボランティアセンター運営スタッ
フ養成講座」も本年度で５期を迎え、これまで
の受講者数は合わせて100名を超えました。

十二万部 発行 ／社会福祉法人

杉並区社会福祉協議会

INFORMATION

平成29年度のボランティア保険の保険期間は平成30年３月31日（土）までとなり、４月以降も
引き続きボランティア活動を行う方は、更新の手続きが必要となります。早めのお手続きをお願
いいたします。
また、杉並区社会福祉協議会の移転に伴い、杉並ボランティアセンターは３月31日（土）を臨
時休館とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い致
します。

地域福祉権利擁護事業

生活支援員を募集します

杉並区荻窪５︲ ︲

活動内容
利用者（判断能力の低下がある高齢者や障害のある方）を定期的に訪問し、生活費のお届けや、
郵便物等の確認を行います。※自転車での活動が中心です。
地域福祉権利擁護事業の詳細はホームページをご覧ください。

あんさんぶる荻窪５Ｆ

http://www.sugisyakyo.com/anshin/chiiki_kenri.html
活動時間 月
 ～金曜日の1日3時間程度。都合
応募方法 4月13日（金）までに電話でお問い合
のつく曜日・時間帯に合わせて調整
わせください。説明会や面接などの
します。
選考を行います。
勤 務 地 ウェルファーム杉並
説明会日時：4/26（木）14：00~
（天沼3－19－16）
または4/27（金）10：00~
時
給 1,000円
問合せ あんしんサポート係 ☎ 03
（5347）
1020
募集人数 若干名

☎０３
（５３４７）
１０１０

私たちは杉並の地域福祉活動を応援しています。
12 年の実績

訪問

訪問リハビリマッサージ

問合せ 管理係

☎ 03
（5347）
1010
FAX 03
（5347）
2061

ありがとうございました

寄附者名簿

平成 29 年 12 月１日から平成 30 年１月 31 日まで
（お名前は承諾を得て掲載しています。
）

〈団

体〉

久我山東自治会様………………………………………50,000 円
宗教法人真如苑 浜田山支部様…………………… 200,000 円
石井薬局 石井明様………………………………… 200,000 円
セブンスデー・アドベンチスト 天沼教会様………10,000 円
龍光寺様……………………………………………… 200,000 円
サミット株式会社様………………………………… 485,478 円
株式会社 ゆいわーく様…………………………… 150,000 円
関東バス 労働組合様…………………………………18,735 円

〈個　　人〉
元博様……………………………………………30,000 円
弥兵衛様……………………………………… 100,000 円

〈物品寄附〉

訪問いたしますマッサージ師は杉並地区を担当しております。
～リハビリマッサージ・血行促進のマッサージどちらでも選べます～

０３
（５３４７）
２０６１

＊脳血管障害の後遺症で、お体に麻痺や拘縮のある方
＊変形性腰痛症・変形性膝関節症の方
＊脊柱管狭窄症の方
＊関節リュウマチの方
＊頚椎損傷、脊髄損傷の方
＊パーキンソン病の方
＊歩行が困難な方
＊透析による骨肉関節症の方

発行人／小林義明

訪問リハビリマッサージ

香典の一部を広く社会へ役立てたいと
お考えの方に、
「香典返し」に代えたご寄附
をお願いしております。
「香典返し」のご寄
附をいただいた場合は、ご相談の上、杉並
区社会福祉協議会がご会葬者さまへ、その
旨を記したお礼状を作成いたします。
また、遺産・相続財産も、ご寄附とし
て承ります。
社会福祉協議会へのご寄附については、
税制上の優遇措置を受けることができます。

齋藤 勉様……………………………………………… 米 30kg
若狭 康二様……テレホンカード 50 度数 10 枚、コピー用紙
杉並歩こう会様……………………………………… 車椅子 1 台

受けられます。〈負担割合 1 割の方）〈訪問交通費込み〉
あなたのご自宅に訪問いたします。

ホームページ アッサム マッサージ で検索

香典返しご寄附を

お考えの皆さまへ

中澤
浜田

健康保険を使って 1 日・1 回
20 分のマッサージが 300 円で

お試しも出来ます！
気軽にはお電話下さい

平成30年度より、区内関係機関・団体
等との連携強化を目的として
「災害ボラ
ンティアネットワーク連絡会」を立ち上
げます。
平常時から、連携を強化することで、
被災者支援活動を円滑に進められるよ
うにします。

杉並社協では、毎年、社協職員と、養成講座受講生・
修了生を中心に立ち上げ訓練を行っています。今回
は、災害時に被災者支援の中心となる民生委員児童
委員協議会や震災救援所連絡会にも声掛けをし、106
名が参加する訓練となりました。

平成30年度ボランティア保険のご案内

受付中

︲

℻

災害ボランティア

ネットワーク連絡会

すぎなみ社協発

〒
13

4

杉並区社会福祉協議会（以下 杉並社協）では、大規模災害時に「杉並区災害ボラン
ティアセンター（以下 災害ボラセン）
」を設置するという協定を杉並区と結んでいます。
災害ボラセンは、被災者の困りごとを受け止め、全国から駆け付けるボランティアを
つなぐという役割があります。
災害ボラセンをより実効性のあるセンターにしていくために、
杉並区社会福祉協議会では以下の取り組みを行っています。

災害ボランティアセンター

運営スタッフ養成講座

167

15

No. 184 号

杉並区社会福祉協議会の災害に備えた取り組み

No.

0051

平成 30（ 2018 ）年 3 月 10 日

ご利用者様専用フリーダイヤル（無料）

0800-111-0220
株式会社 アッサム

〈匿　　名〉
5 件…………………………………………………………73,781 円

食料寄附
食料の寄附を呼び掛けさせていただきました。１月末
時点で計53 名、
559 点の食料が集まりました。
ご協力ありがとうございました。
和泉 良子様
大村 好久様
加藤 芳子様
髙橋 全子様
相原 マス子様
高橋
博様
合田 えり子様

中島 公子様
仲村 多亀子様
春日 敬子様
佐々木 庸子様
廣谷
勝様
下奥 重望様
佐藤 卓治様

「 厚 生 労 働 省 管 轄 」「 全 国 鍼 灸 マ ッ サ ー ジ 師 協 会 会 員 」

編集後記

30年1月20日（土）にセシオン杉並にて実施いたし
ました「杉並社協感謝のつどい」では、300名を超
えるたくさんの皆さまにご参加いただきまして、誠
にありがとうございました。この場を借りて御礼を
申し上げます。また、ご意見、ご感想などございま
したら管理係までお願いいたします。杉並区社会福
祉協議会 管理係 ☎03（5347）1010（S・U）

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。

熊谷 光輝様
雨宮 正武様
吉村 智恵様
江波戸利津子様
柳内 佳久子様
匿名

34 名

