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社会福祉法人
杉並区社会福祉協議会

No.

Facebookもチェック

すぎなみ 社協
189

社協は地域福祉を推進する
社会福祉法人（民間団体）
です。
https://www.facebook.com/
sugisyakyo/

主な記事
2面 ●きずなサロン紹介
3面 ●平成30年度 赤い羽根共同
募金運動・歳末たすけあい
運動報告
●ささえあう地域福祉の輪
4面 ●ボランティア・地域活動見本市
杉並社協のマスコット
広報紙「すぎなみ社協」は5月、
７月、9月、12月、３月の1日発行です。
●きずなサロン運営のい・ろ・は
キャラクター「うぇるくん」
杉並社協
検 索
●平 成31年度ボランティア
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。
保険のご案内
●要介護認定調査員の募集
（5347）1010（代）ｅ- mail fukushi@sugisyakyo.com
〒167-0032 杉並区天沼３-19-16 ウェルファーム杉並2階・4階 ☎03

ボランティアと
連携した

災害に備えた取り組み

杉並区社会福祉協議会（以下 杉並社協）では、震度５強の地震など大規模災害時に
「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。
災害ボラセンをより実効性のあるセンターにしていくために、杉並社協ではボランティアや関
係機関と連携しながら以下の取り組みを行っています。

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。
昨年度までは災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座と
して、連続講座を5年間開催してきました。本年度は、災害ボラン
ティアについて知らない方も参加しやすいように、基礎的な内容を
学ぶ入門講座を開催しました。
次年度は「災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座」の
第6期を開催予定です。

災害ボランティアネットワーク連絡会

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

マッチング班の様子

「災害ボランティアセンター運営スタッフ
養成講座」でのマップ作りの様子

災害ボランティア入門講座

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。30年度は2月17日㈰にウェルファ
ーム杉並にて実施しました。区の関係機関、民生児童委員、各震災
救援所、近隣町会・自治会等にも声をかけ、それぞれをボランティ
ア役、ボランティア受付班、マッチング班、資材班に振り分け、実
際の災害時における動きを想定した訓練となっています。
平成29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」を立ち上げました。
今後は定期的に連絡会を行うことで、平常時からの連携を強化していきます。

災 害に備えてあなたが今できること
防災グッズチェックリスト
用意しておきたいもの
□
□
□
□
□
□
□
□

飲料水
（1 日 3ℓ）
非常食
現金・貴重品
懐中電灯
応急医療品
常備薬
ホイッスル
携帯ラジオ

□
□
□
□
□

衣類
（下着）
タオル
雨具
携帯電話
ティッシュ、
ウェットティッシュ
□ ヘルメット・防災ずきん
□ 簡易トイレ
など

女性は □ 生理用品 □ 身だしなみ用品
乳幼児やこどもは □ オムツ □ 粉ミルク □ 哺乳瓶
高齢者は □ 老眼鏡 □ 補聴器 □ 介護用品

音 声 コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

□日
 頃利用している食料品や
生活必需品を少し多めに購
入しておく「日常備蓄」なら
音 声 コード
簡単に備蓄ができます。
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

家庭内
の
備蓄

あると便利なもの

□
□
□
□
□
□
□

災害ボラセンでは、被災者の困りごと
や支援の要望を受け付け、全国から駆け
付けるボランティアを支援活動につなげ
るというコーディネートを行います。

食料などの救援物資が到着するまでに最低限
必要なものは用意しておきましょう。
いざというときに備えて、下記のチェックリス
トを参考に準備を進めましょう。

□ 携帯電話の予備バッテリー・
充電器
□ 防寒着など（季節に応じて）
など

カセットコンロ
なべ・やかん
携帯ナイフ
ライター
ゴミ袋
手袋
眼鏡・
コンタクトレンズ
洗浄液

※飲料水、非常食、
応急医薬品などは、最低 3 日分を準備しましょう。
※非常食の賞味期限、応急医薬品や電池の使用期限などに
注意して、定期的に中身を確認しましょう。

非常持ち出し品例
現金

靴下

常備薬

手袋

防寒着

雨具
リュック

携帯ラジオ
貴重品

懐中電灯

水

（出典）杉並区の防災対策～杉並区地域防災計画（平成 27 年修正）の概要～
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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、地域の方々が中心と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す。現在、区内には
43カ所の個性豊かなサロンがあります（2019年3月現在）
。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。
今回は、2013年から開催している「きずなサロン宮三・ほっぺ」の皆さんにお話を伺いました。

運営者に聞きました
Q：開設のきっかけを教えてください。
すぎなみ地域大学の「地域で子育て支援講座」を修了したメン
バーで、
「きずなサロンみんなの広場ほっぺ」を始めました。その後、
会場が建て替えのため、一旦サロンを休止することになり、メン
バーが所属している宮前三丁目会へ相談したところ、町会と合同
で「きずなサロン宮三・ほっぺ」を立ち上げることになりました。
また、民生委員をしている慈宏寺の住職の協力が得られ、2016
年11月からは会場を慈宏寺に移して開催しています。町会や民生
委員など、地域のネットワークを活かしながら運営しているサロ
ンです。

Q：サロンで大切にしていることはありますか？
「このオレンジの
のぼりが目印です」

きずなサロン宮三・ほっぺ
開催日
会 場
協力金

毎月第2・4金曜日
11：00 ～ 15：00 ※時間内出入り自由
慈宏寺祖師堂2階（宮前3－1－3）
200円

加者の声

参

サロンの開催日
に合わせ
て仕事を調整し
、毎回参加
し て い ま す。 サ
ロンの皆さ
んとしゃべって
いるだけで
ストレス解消にな
ります。

一緒にお昼ご飯を食べながら、長い時間を過ごせるサロンにし
たいと思っています。お昼ご飯は、お弁当を買ってくる人もいれば、
おかずなどをたくさん作ってくる人もいて、それぞれ自由に無理
なく持ち寄っています。
また、手芸や折り紙、編み物など、参加者にも得意分野を発揮
してもらい、運営者と参加者が一緒になって楽しむことを大切に
しています。

皆さんとても親切で、快く迎え
てくださいました。家では一人で
黙ってテレビを見ているだけです
が、サロンに来ると身構えずにお
話しすることができます。

し て い て、
和気あいあいと
。お昼を食
居心地がいいです
手な人から
べながら、料理上
らい、家に
レシピを教えても
います。
帰ってから作って

きずな
サロン
Ｑ＆Ａ

ハーモニカ
を人前で演
奏で
きるところ
を探してい
たとこ
ろ、宮三・
ほっぺに出
会いま
した。温か
い雰囲気で
、いつ
も楽しくハ
ーモニカを
吹いて
います。

編み物
をした
くった
り、 つ
るし雛
り、 折
をつ
り紙を
にいろ
し
いろな
た り、
自由
ことが
行って
できて
も飽き
、毎回
ません
れ ず、
。
好きな
無理強
こ
いさ
とをし
います
。
て過ご
して

Ｑ．きずなサロンではどんなことをしていますか？

Ｑ．お金はかかりますか？

地域の皆さんが自由に立ち寄り、お茶やお菓子を食べながら交
流しています。交流のきっかけとして歌、手芸、マージャンなど
のプログラムを行っているサロンもあります。

100円～ 300円の協力金をいただき、お茶・お菓子の経費とし
ています。手芸やイベントなどに参加される場合は、別途費用が
かかる場合があります。

Ｑ．参加するにはどうしたら良いですか？

Ｑ．1人では参加しにくいのですが…。

きずなサロンは全て事前予約の必要はありません。チラシや社
協ホームページで開催日をご確認の上、自由にご参加ください。
自分の住んでいる地域にあるサロンを知りたい方は、社会福祉協
議会へお気軽にお問い合わせください。

どのきずなサロンも、初めて参加される方や1人で参加される
方を温かく迎えていますので、安心してご参加ください。初めて
参加する方がいることを運営者に事前に伝えることもできますの
で、不安な方は社会福祉協議会へご連絡ください。

平成30年度 新たにオープン！
きずなサロンE.D.O.

お茶やお菓子を食べながら、おしゃ
べりを楽しむ会です。健康マージャン
やカードゲームなども行っています。
開催日 毎週月曜日13:00 ～ 15:00
会 場 E.D.O.進学センター（高円
寺南2－7－1 拓都ビル2階）
協力金 200円
問合せ

きずなサロンもみの樹

体と心に「健康と幸せ」をお届け
するサロンです。笑顔あふれるイベ
ントをご用意してお待ちしてます！
開催日 毎月第3木曜日14:00 ～ 16:00
会 場 有 料老人ホームもみの樹・
杉並（和泉3－52－8）
協力金 300円

きずなサロン下高ふらっと

ほっとひといき、どなたでも参加
できるコーヒー香るサロンです。ふ
らっと寄ってみてください。
開催日 毎月第3金曜日11:30 ～ 13 :30
会 場 下 高井戸児童館 図工室（下
高井戸4－19－6）
音 声 コード
協力金 100円
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

地域福祉推進係 ☎ 03
（5347）
1017 ℻ 03（5347）
2063
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。
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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 30 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。
今年度も多くの町会・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

6,964,286 円

（前年度比減 8.3％）

歳末たすけあい運動募金

8,940,678 円

（前年度比減 23.8％）

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
＜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
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
＜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
＜堀ノ木松ノ木地区＞
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

地域福祉 の 輪
毎年セシオン杉並にてチャリテ
ィー鉄道写真展を開催している
荒川好夫さんにお話を伺いました。
今から50年前、国鉄広報部専
属の鉄道カメラマンとなり、長期
にわたり活躍された荒川さん。子
どものころから好きだったカメラ
が仕事となり、今もなお、趣味の
延長のように仕事を楽しんで続け
ていけることのありがたさを感じ

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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C lub 銀 燕
問合せ

ささえあう地域づくりが仕事です

その他、募金箱に大勢の皆さまよりご寄付をいただきました。

荒 川好 夫さん

銀燕 代表
（Club
）
鉄道写真家

RGG事務局

ていたそうです。そのような中で、
生まれ育った杉並で何か社会貢献
ができないか、と考え5年前より
始まったのがチャリティー鉄道写
真展の開催です。
昨年の写真展で展示した写真は
135枚。これは荒川さんの趣旨に
賛同したプロ・アマのカメラマン
総勢39名からなるClub銀燕のメ
ンバーの作品です。写真展では、
展示した写真とポストカードの販
売をしており、その売り上げを杉
並区社会福祉協議会と杉並区次世
音声
コード
代育成基金に寄附されています。
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。
荒川さんはそのほかにも、中高生

募金箱設置

（福）サンフレンズ 上井草園
（福）カリタスの園 小百合の寮
（福）虹旗社
（福）真松之会 和田堀ホーム
（特非）けやき精神保健福祉会 けやき亭
（特非）デイサービスセンター夢の飛行船
（特非）杉並いずみ
（株）LITALICO LITALICO ジュニア 荻窪校
鈴木青果店（荻窪）
八成ふれあいの家
大宮ふれあいの家
ゆうゆう高円寺東館（杉並介護者応援団）
杉並区保健福祉部管理課庶務係
わんぱく相撲杉並区大会実行委員会
個人・団体
阿佐谷商店街振興組合
個人６名
高円寺北きずなサロン
東京城西ロータリークラブ
きずなサロン ハート to Heart
杉並仏教会
きずなサロン さくら
（特非）わがまちいちばんの会
きずなサロン A
杉並区手をつなぐ育成会
子育てきずなサロン ままころ
杉並米穀小売商組合連合会
高円寺北 みんなのひ・ろ・ば
スワンの会
きずなサロン わ西永福
富士見丘中学校生徒有志
きずなサロン ひまわり
カスタネットの会
きずなサロン 庵
高井戸きずなサロン
街頭募金
西荻南きずなサロン
JR 荻窪駅
きずなサロン 花
天沼中学校生徒有志
西荻北きずなサロン
天沼地区民生委員・児童委員
下井草駅前きずなサロン
荻窪地区民生委員・児童委員
阿佐谷南きずなサロン 虹
JR 高円寺駅
きずなサロン 交流ひろば
高円寺中学校生徒有志
いぐさきずなサロン ＹＹ
杉並第四小学校児童有志
きずなサロン めだか
杉並第八小学校児童有志
高井戸東きずなサロン ふじ
高円寺北地区町会連合会
きずなサロン Ａ．Ｊ
高円寺地区民生委員・児童委員
清水きずなサロン
高円寺中央地区民生委員・児童委員 方南和泉きずなサロン 峰
JR 西荻窪駅
高円寺南きずなサロン ひとつな
西荻窪中学校生徒有志
高井戸駅前きずなサロン パレット
井荻地区民生委員・児童委員
阿佐谷きずなサロン イロドリ
宮前地区民生委員・児童委員
桜上水きずなサロン 散歩道
JR 阿佐ヶ谷駅
きずなサロン ひだまり
阿佐ヶ谷中学校生徒有志
きずなサロン 沖縄タウン
杉並第六小学校児童有志
きずなサロン 下高ファイブ
杉並第七小学校児童有志
あさ北きずなサロン
阿佐谷地区民生委員・児童委員
きずなサロン いずみ
成田地区民生委員・児童委員
きずなサロン Ｅ．Ｄ．Ｏ．
東京メトロ 新高円寺駅
きずなサロン もみの樹
きずなサロン みんなのたまり場 “ 松下さんち ”
梅里一丁目町会
きずなサロン 宮三ほっぺ
きずなサロン みんなの広場ほっぺ
荻窪きずなサロン

あらかわ よ し お

ぎんつばめ

ブ

民生委員児童委員協議会

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
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
高円寺地区民生委員児童委員協議会
阿佐谷地区民生委員児童委員協議会
成田地区民生委員児童委員協議会
天沼地区民生委員児童委員協議会
荻窪地区民生委員児童委員協議会
下井草地区民生委員児童委員協議会
井荻地区民生委員児童委員協議会
宮前地区民生委員児童委員協議会
高井戸地区民生委員児童委員協議会

◀銀燕メンバー

ささえあう

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
高円寺北四丁目新生会
高円寺北庚申文化会
馬橋南自治会
馬橋北自治会
＜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
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
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

☎03（3331）5722

を対象にした写真講座の講
師を務めるなど、地域に根
ざした活動をされているそ
うです。
荒川さんのこだわりはフィルム
カメラを使うこと。露出やピント
を 何 度 も確認、
修正しシャッタ
ーを切る緊張
感、現像するま
でどのように撮
れているかわか
らないドキドキ
ワクワク感、手
▲荒川さんの作品 間がかかるから

社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

こそ最高の1枚が撮れたときの大
きな喜びがフィルムカメラの魅力
だと語ります。
荒川さんからいただいた機関車
のポストカードは、力強さの中に
もフィルムカメラならではの優し
さ が 感 じ ら れ る 素 敵 な1枚 で し
た。今年も11月にセシオン杉並
でチャリティー写真展を開催予定
です。ご興味のある方はぜひ足を
運んでみてください。
（取材：坂西、高橋）
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すぎなみ社協

ボランティア・地域活動
見本市 in 高円寺障害者交流館

資格要件
勤務内容
勤務時間
賃
金
募集人員
勤 務 地

介護支援専門員（ただし本会パートタイマー規程により
応募時満70歳未満）
介護保険申請者宅へ訪問し、要介護認定の調査を行う
土曜日を含む週３～４日、９：30 ～ 16：30
（実働１日６時間）

を基本とする（なお、勤務曜日・勤
務時間は応相談）
1,010円～ 1,510円（基本時給1,010円＋業務加算）
若干名
杉 並区内（ウェルファーム杉並、南荻窪事務所、浜田
山事務所）

★履 歴書を杉並区社会福祉協議会・認定調査係へ（〒167－0032
天沼３－19－16ウェルファーム杉並４階 ☎03（5347）1015 ）
郵送または持参。書類選考の上、面接を実施。

日
時 ３
 月17日 ㈰ 10：30 ～ 15：00
場
所 高円寺障害者交流館（高円寺南２－24－18）
問 合 せ 杉並ボランティアセンター
☎ 03（5347）3939 ℻ 03（5347）2063

きずなサロン運営の

平成31年度
ボランティア保険のご案内

い・ろ・は

「きずなサロン」 の立ち上げに興味
のある方向けの説明会です。
運営者から実際の活動の様子をお聞
きする機会
を用 意して
いますので、
ぜひご参加く
ださい。

平成30年度ボランティア保険の保険期間は平成31年３月31日㈰
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場合は、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。
※申請書は３月中旬以降配布予定
杉並ボランティアセンター
☎ 03（5347）3939 ℻ 03（5347）2063

不要入れ歯ご寄附のおねがい
後、資源に生まれ変わらせ、その益金
を（公財）ユニセフ協会に寄附します。
また、本会の地域福祉活動の推進のた
めに役立てさせていただきます。
金属のついていない入れ歯は対象
となりません。ご了承ください。

入れ歯を寄附する前に…
❶汚 れを落としてから、熱湯をかけたり、入れ歯洗浄剤
（除菌作用のあるもの）で消毒してください。

❷厚手の紙で入れ歯を包み、ビニール袋に入れてください。

日

時

場

所

４月19日 ㈮
13：30 ～ 15：00
ウェルファーム杉並
２階会議室１・２

定 員 20名
申込み 電話にて
問 合 せ 地域福祉推進係

☎ 03（5347）1017
℻ 03（5347）2063

香典返しご寄附を

お考えの皆さまへ
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。
問合せ 管理係

回収BOXの
設置場所

4

要介護認定調査員（パートタイマー）の募集

「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。
何かを始めたいと思っ
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

入れ歯に使用されている金属をリサ
イクルして、福祉活動に役立てます。
杉並区社会福祉協議会は、ＮＰＯ法
人日本入れ歯リサイクル協会に協力し
て、下記の場所で不要入れ歯回収ＢＯ
Ｘを設置しています。
不要入れ歯は金属精製業者が回収

No. 189 号

INFORMATION

すぎなみ社協発

問合せ

平成 31（ 2019 ）年 3 月 1 日

☎ 03（5347）1010
FAX 03（5347）2061

杉並区役所１階中杉通り側入口（阿佐谷南１－15－１）
ウェルファーム杉並１階入口（天沼３－19－16）

私たちは杉並の地域 福祉活動を応援しています。
平成 30 年 11 月１日から平成 31 年１月 31 日まで
（お名前は承諾を得て掲載しています。
）

寄附者名簿

〈物品寄附〉

〈団  体〉
リフレッシュサロンナック 大谷徳次郎様… …………15,700 円
特定非営利活動法人 プロップＫ様… …………………15,000 円
関東バス 労働組合様… …………………………………33,660 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
久我山東自治会様 … ……………………………………50,000 円
JA 東京中央 城西地区 女性部様… ……………………30,000 円
龍光寺様 …………………………………………… 200,000 円
セブンスデー・アドベンチスト 天沼教会様… ………10,000 円
サミット株式会社様………………………………… 516,368 円
株式会社 ゆいわーく様… …………………………… 100,000 円

〈個

※厚 生 労 働 省 管 轄

13 年の実績

ありがとうございました

人〉

今村 冨美枝様…………………………………………11,362 円
大久保 善平様………………………………………… 4,000 円

（株）人材バンク様… ……………………………… 使用済み切手
※使 用済み切手は、他にも多くの方々からご寄附をいただい
ています。

〈匿

名〉

５件………………………………………………… 2,430,000 円
１件……………………………………………………………… 米
１件………………………… 杉並区内共通商品券 5,000 円相当

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
末時点で延べ 21 名、411 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。
小杉
仲村
匿名

歌子様
多亀子様
16 名

秋山 成子様
下奥 重望様
社会福祉法人サンフレンズ様

訪問

訪問リハビリマッサージ
健康保険を使って 1 日・1 回
20 分のマッサージが 300 円で

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。
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～

＊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
お試しも出来ます！
気軽にはお電話下さい

ご利用者様専用フリーダイヤル（無料）

ホームページ アッサム マッサージ で検索

訪問リハビリマッサージ

0800-111-0220
株式会社 アッサム

「全国鍼灸マッサージ師協会会員」

発行人／小林義明

編集後記

31年１月19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」は、おかげさ
まで331名を超える多くの皆さまにご参加いただ
きました。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、「感謝のつどい」
に関して、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

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。

