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～今号の１枚（表紙写真）～
林試の森公園

品川合同葬祭株式会社
大井営業所　品川区東大井５-２５-１９
TEL ０３－３４７２－０９９０

（２４時間受付）

品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

テルベでは、障害のある方が自分の得意なことを活かしな
がらひとつひとつ丹精込めてつくった生活雑貨やオリジナル
工芸品を販売しております。また、販売補助として店頭に立
ち、自らが作った商品の説明を行うなど障害のある方の社会
参加やコミュニケーションを促進する場となっています。
　地域のお祭り、企業のイベント、学校行事等の景品、記念
品にいかがですか。
　イトーヨーカドー大井町店
の６階にありますので、お
気軽にお立ち寄りください。

【お問い合わせ先】
品川ボランティアセンター
品川区大井1-14-1
大井一丁目共同ビル３F
☎03‐5718‐7172（日・祝を除く9:00～17:00）

　当協議会では、広報誌「社協だより」の表紙を飾る
写真を区民の皆さまから募集しています。
（今年度は以降９月、１２月、２月に発行予定）
　応募対象は、「しながわらしさ」が伝わるような、品川
区内の風景や行事の際の写真です。
　採用させていただいた方には御礼として、福祉
ショップ「テルベ」の商品割引券2,000円分を贈呈致
します。また、差し支えなければ紙面にてお名前を公
表させて頂きます。
　区民の皆さまと共により良い「社協だより」を作って
いけたら幸いです。是非ふるってご応募ください！
【応募方法】

shomu@shinashakyo.jp　宛に、写真データを
添付し、下記の要件でメールをお送りください。
件　名／社協だより表紙写真
本　文 ／①氏名　②ご住所　③採用された場合、
氏名公表の可否　④題名（あれば）　⑤撮影場所

　東京都の民生委員制度（注１）設立100周年を迎え
るにあたり、品川区民生委員協議会会長である松
尾様にお話を伺いました。
今までの民生委員活動を振り返ってみて、やり

がいを感じたことや辛かったことを教えてください。
37歳から民生委員を務め、今年で丁度人生の

半分を民生委員として生きてきたことになります。辛
かったことは、過ぎてしまえばそれほどなかったように
思います。強いて言えば、民生委員になって初めの
頃の敬老お祝い品事業などで、多額のお金を預
かって地域の方へお届けしたときは緊張しましたが、
最終的に金額が合ったときは、すごくホッとしました。
よかったと感じるのは、お役に立てたんだなと感じた
ときです。
長年民生委員を務めてこられた中で、着任され

た当初と今とで感じる地域の変化はありますか？
やはり高齢化が進んだことです。家族形態の多

様化や社会の変化によって、近隣との関わり方も変
わってきたように思います。
また、介護保険制度ができてから、相談を支援に
繋げやすくなりました。支え愛・ほっとステーションな
どもでき、地域の方々の相談先の選択肢が増えたの
は良いことだと思います。
民生委員を務める上で必要だと思うことや、ご

自身が大切にしていることはなんですか？
地域の方に寄り添うこと、「民生委員児童委員

信条（注２）」の中にある“隣人愛”の心を持つことだと
思います。周りの人や身近な人のために、誠実に対
応し、よりよい方向にいくようにお手伝いをすること

が民生委員の役目だと思います。私は「信条」にな
るべく近づけるよう、努めていきたいと思います。
今後の地域福祉に求められることは何だと思い

ますか？
目指すのは、行政や社会福祉協議会、そして

我々民生委員をはじめ、地域住民、町会、学校、警
察・消防など…様々な主体が一丸となり、地域のみ
んなで支えあう連携の力を高めていくこと、そして、先
人の方々が長い間、時間をかけて築き上げてこられ
たことを、大切につないでいきたいと思います。
　高齢者の孤立化、児童虐待、自然災害など、起き
てほしくないことは様々ありますが、そういったことを
少しでも予防でき、実際に起きた時に手助けができ
るような地域づくりができればと思います。そのため
には、日頃からの声掛けなどを大切にし、何かあった
ときには相談できるような関係をつくっていくことが
必要だと思います。そしてそのために必要なことは何
か？と考えて行動していくことだと思います。
♥～松尾会長、貴重なお話をいただき、ありがとう
ございました。～

（注１）民生委員制度
　東京都における民生委員制度の前身は大正7年に創設
された「救済委員制度」であり、今年で100周年を迎えます。
その源となったのが大正6年に岡山県で生まれた「済世顧
問制度」であり、設置規程公布日の5月12日が「民生委員・
児童委員の日」となりました。その日の前後に都内では様々
な記念行事が行われました。
（注２）民生委員児童委員信条
　昭和26年制定。民生委員の活動理念として掲げられた５
つの信条。

Q

A

Q

A

2018 July No.213　1

＊平成30年度事業計画 2
＊各種ご案内 4
＊応援しよう！「子ども食堂」ほか 5
＊品川介護福祉専門学校
オープンキャンパスのご案内 6

＊市民後見人養成講座 受講生募集のお知らせ 6
＊ご寄付一覧 7
＊地域でキラリ☆ 8

題字：濱野　健　品川区長

8　2018 July No.213

～東京都 民生委員制度１００周年～

シリーズ

INTERVIEW

Q

A

TOPICS 【今号のトピックス】

品川区民生委員協議会会長　松尾　光惠 様にインタビュー

Q

A

地域でキラリ★

福祉ショップ をご存じですか？

「社協だより」

表紙写真募集中！
◎

しながわ社協だよりNo.209

●バックナンバーの表紙写真

しながわ社協だよりNo.212

平成30年度事業計画
～今年の品川社協～

特集



Shinagawa City
Council of
Social Welfare

今年度、品川区社会福祉協議会は以下の年間予算と事業計画の
もとに、事業を進めていきます。

　こうした事業を展開していくにあたり、貴重な財源の一つとなるのが、皆さまからいただく
「社会福祉協議会会員会費（＝社協会費）」です。

「会費」って何？ どのように使われるの？

敬老杖
支給

80円

1.品川区からの新規受託事業

　引越にお困りの高齢者の居住支援のため、転居支援、
入居後の定期的な見守り・生活相談、緊急対応、死亡
後の家財撤去・残置物処分や要望に応じて葬儀など、
一体的なサービスを行う事業です。
➡詳しくは、９月号の特集にて！

　昨年度から子ども食堂の
ネットワーク化事業を区から受
託しています。
　今年度は、さらに展開して

いくため「子ども応援基金」を設置しました。
　また、食材等の受け入れを行うストックヤード
を確保しました。子ども食堂の充実を通して子
どもたちの居場所づくりを支援していきます。

2.支え愛・ほっとステーション事業の充実

　様々な相談を身近な地域センターで受け付け、地域の
ボランティアによる生活のサポートなど必要に応じた対応を
します。また、個別に訪問をしてサービスが必要な方は適切
な機関につなぎ、また地域活動へ
のお誘いをするなど安心して住め
る地域を目指します。
　どこに相談したらいいか迷った
とき、ちょっとしたお手伝いが必要
なとき、例えば腰痛で買い物がで
きないので買い物してほしい、通
院に付き添ってほしい、衣類の整
理や資源ごみを拠点に持って
行ってほしいなどについて、地域
のボランティアが対応します。
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平成３０年度　事業計画　　　～今年の品川社協～
【特集】

　主に品川区民の皆さまから、品川区社会福祉協議会の
活動を応援するお気持ちでいただく、１口1,000円からの
年会費です。
　社協設立当初から続く、金銭を通じた地域貢献であり、
「地域の支えあい」の気持ちを具体化したものです。
　なお、いただいた会費は様々な事業および助成の財源
として役立てられます。
　１口1,000円の使い道の内訳は、右図のとおりです。

品川区社会福祉協議会　会員会費について

今年度の基本方針

　品川社協はこれまで、品川区が必要とする事業を受託
し効率的に執行する立場を基本にして参りました。今年度
は、引き続き品川区と連携して事業を着実に実施すると共
に、新たな福祉ニーズへの対応にも積極的に取り組んで
いきます。
　お寄せいただいた寄付金や会費などを有効に活用し、
区民の皆さまのご期待に添えるよう、より一層努めてまい
ります。
　今年度、品川区が改定を予定している「地域福祉計
画」に合わせ、これと密接に関係する品川社協の事業計
画である「地域福祉活動計画（支え愛のほっと・コミュニ
ティ事業計画）」の改定を行います。この計画に沿って、
地域における共助活動の一層の拡充につなげ、地域福
祉の充実を図ります。

◎歳末たすけあい運動募金：毎年12月に行っている募金活動で、
　町会・自治会を通じた募金や、街頭募金でご協力いただくもの
　です。集まった募金は、全額が地域に配分されて使われます。

今年度の重点目標

年間予算　14億 2465万 2千円

事業費の内訳

１口
1,000円の使われ方

❶ あんしん居住サポート事業

❷フードバンク（子ども食堂）事業

　いいえ、会員でない方ももちろん社協のサービスを
お使いいただけます。
　しかし、紙おむつ支給事業をご利用のご家族などで
「おかげさまで大変助かっているので、お礼の気持ちです」

と会員加入を申し出てくださる方も少なくありません。
　皆さまからいただくお気持ちにより、多くの方に充実した
福祉サービスを提供できています。
　

「会員」にならなければ社協のサービスが使えないの？

加入方法は、３つからお選びいただけます。
1 社協事務局の窓口でお支払い
2 地域の民生委員を通じてお支払い
　担当の民生委員がご不明の場合は、ご紹介させていた
　だきますのでご連絡ください。
　（民生委員は、日常の困りごとなど様々な場面でお力に
　なってくれる存在です）
3 郵便振込用紙を用いてお支払い
　毎年７月に新聞折り込みで全戸配布を行っています。

　  皆さまのご協力を、心よりお待ちしております。

【お問い合わせ先】
品川区社会福祉協議会　庶務係
品川区大井1-14-1大井一丁目共同ビル２Ｆ
☎03-5718-7171（土日・祝を除く９：００～１７：００）

どうすれば「会員」になれるの？

竹田 昌弘
たけ だ   まさひろ
前職：品川区　副参事

　４月に事務局次長に着
任いたしました。品川区社
会福祉協議会の活動は、会員の皆さまの温かいご
支援や地域の方々のご協力があってと改めて知り、
たいへん感謝しております。
　支え愛・ほっとステーション事業の区内全域での
展開に続き、今年度からはあんしん居住サポート事業
の開始など福祉の充実に努めております。
　今後も“支え愛のほっと・コミュニティ”をめざして
進めてまいりますますので、引き続き社協へのご支援
をよろしくお願いします。

新次長紹介

小口生活
資金貸付
20円

ほっと♥サロン
運営費助成

50円

お祝い品
の贈呈

210円

紙おむつ
支給事業
370円

福祉団体助成、
おでかけ
サービス事業
270円

※人件費は別途、区から補助金を受けて運営しています。
※公益事業等（介護福祉専門学校、無料職業紹介等事業、障害児日中
　一時支援事業、多世代交流事業および区の委託事業分）を除きます。

※一度お支払いいただいた方は「会員」となりますが、毎年必ず継
　続していただかなければならないというわけではありません。

（昨年度比：6592 万 4千円増）

支え愛・ほっとステーションは
区内全地区に開設しています！

寄付

¥44,686,000

補助金（区等）
¥89,647,000

共同募金配分金
¥2,182,000
基金等の利子
¥2,756,000

会費

¥14,540,000

歳末たすけあい
運動募金
¥27,765,000
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　支え愛・ほっとステーション事業の区内全域での
展開に続き、今年度からはあんしん居住サポート事業
の開始など福祉の充実に努めております。
　今後も“支え愛のほっと・コミュニティ”をめざして
進めてまいりますますので、引き続き社協へのご支援
をよろしくお願いします。

新次長紹介

小口生活
資金貸付
20円

ほっと♥サロン
運営費助成

50円

お祝い品
の贈呈

210円

紙おむつ
支給事業
370円

福祉団体助成、
おでかけ
サービス事業
270円

※人件費は別途、区から補助金を受けて運営しています。
※公益事業等（介護福祉専門学校、無料職業紹介等事業、障害児日中
　一時支援事業、多世代交流事業および区の委託事業分）を除きます。

※一度お支払いいただいた方は「会員」となりますが、毎年必ず継
　続していただかなければならないというわけではありません。

（昨年度比：6592 万 4千円増）

支え愛・ほっとステーションは
区内全地区に開設しています！

寄付

¥44,686,000

補助金（区等）
¥89,647,000

共同募金配分金
¥2,182,000
基金等の利子
¥2,756,000

会費

¥14,540,000

歳末たすけあい
運動募金
¥27,765,000
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「地域で集めて地域で使う」
赤い羽根共同募金による地域配分
（Ｂ配分）の申請を受け付けます

第68回品川区社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　赤い羽根共同募金（毎年10月実施）による『平成30年
度地域配分』について、区内施設や福祉団体の申請受け
付けを7月より開始します。
　申請額は、対象事業費の75%以内で、配分額は1団体
10～30万円。対象事業は、備品整備、小破修理、利用者
主体の事業などです。（施設や団体維持のための運営費
は対象外です。）
　品川区配分推せん委員会に必ず事前に来所相談のう
え、申請書の提出をお願いします。
（提出期限：10月31日）
　詳細は、東京都共同募金会ホームページをご覧ください。
【 お問い合わせ先 】
品川区配分推せん委員会事務局
（品川区社会福祉協議会庶務係）
品川区大井1-14-1　大井一丁目共同ビル2F
☎ 03-5718-7171（土日祝を除く9:00～17:00）

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　品川区では、この運動を効果的に推進するため、品川

区長を委員長に推進委員会を設置して、品川区保護司
会、関係機関・団体と連携、協力しながら運動を進めていき
ます。７月は強調月間で、各活動を行います。
★街頭広報活動
日時／７月６日（金）午後３時～５時
場所／五反田・大崎・大井町・西大井（ＪＲ駅）、武蔵小山
駅（東急線）、立会川駅・青物横丁駅周辺（京急線）、八潮
団地

★中央大会 （区民愛のつどい）
日時／７月２７日（金）午後１時３０分～３時３０分
会場／きゅりあん小ホール（ＪＲ大井町駅前）
内容／活動報告、青少年善行・特別表彰贈呈および体験
報告、記念演奏
【 お問い合わせ先 】
品川区役所　地域活動課　☎０３‐５７４２‐６６８７

開催日：9月8日（土）　午前10時～午後3時
場　所：しながわ中央公園
　今年のふくしまつりは障害者スポーツチャレンジデーと同
時開催され、楽しい催しがいっぱいです。ぜひ、お誘い合わ
せの上、遊びに
いらしてください
♪皆さまのご来
場をお待ちして
おります。

やさしいフラダンスを習いながら、子育て中のお母さんた
ちが交流できるサロンです！ 一緒にフラダンスをしませんか？
日時／第3土曜日　午前１０時～午前１１時２０分
場所／南品川ほっとサロン

（品川区南品川５-１０-３南品川シルバーセンター内）
対象者／品川区在住の未就学児までの親子

（母親のみの参加も可能です）
参加費／１回　大人５００円・３才以上の子供３００円

（３歳未満は無料）

【 お問い合わせ先 】
品川ボランティアセンター
品川区大井1-14-1　大井一丁目共同ビル３F
☎03‐5718‐7172
（日・祝を除く9:00～17:00）

★寄付金について ※ご寄付は寄付控除の対象になります。
　子どもたちを対象に食事の提供、学習支援や体験活
動、居場所や交流の場を提供する団体の活動資金の一
部を助成します。
お申し込みは近くのゆうちょ銀行、郵便局で
■寄付専用口座：
口座記号番号／００１９０－８－７９２０７０
口座名義／社会福祉協議会品川ボランティアセンター
口座名義カナ／シャカイフクシキョウギカイシナガワボラン

ティアセンター
★物品寄付について
ハンドソープ、除菌スプレー、食器用洗剤、ウェットティッ

シュ、ペーパータオルなど未開封のものに限ります。

★食材寄付について
　例えば、米、パスタ、缶詰、乾物類、食用油、醤油、味噌、
砂糖等の調味料、飲料など
●賞味期限が明記されており、期限に余裕があるもの（４
か月以上）　●生鮮食品以外のもの ●未開封のもの

【 お問い合わせ先 】
品川ボランティアセンター内
しながわ子ども食堂ネットワーク事務局
☎03-5718-7172
（日・祝を除く9:00～17:00）
http://shinashakyo.jp/kodomonet/

ふくしまつり２０１8
障害者スポーツチャレンジデーと
同時開催！！ 9月8日

（土）

応援しよう！ 『子ども食堂』
子ども食堂は子どもがひとりでも入れる食堂です。
自宅でひとりで食事をとる子どもたちへみんなで食べる楽しさや
あたたかさを提供したいと活動しています。
ご寄付頂いた食材等を保管するストックヤードの準備も整いましたので、
応援よろしくお願いいたします。

寄付をしてくださる方へ

おかげさまで 60周年
アーバンホーム
売買・賃貸・管理

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
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「地域で集めて地域で使う」
赤い羽根共同募金による地域配分
（Ｂ配分）の申請を受け付けます

第68回品川区社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　赤い羽根共同募金（毎年10月実施）による『平成30年
度地域配分』について、区内施設や福祉団体の申請受け
付けを7月より開始します。
　申請額は、対象事業費の75%以内で、配分額は1団体
10～30万円。対象事業は、備品整備、小破修理、利用者
主体の事業などです。（施設や団体維持のための運営費
は対象外です。）
　品川区配分推せん委員会に必ず事前に来所相談のう
え、申請書の提出をお願いします。
（提出期限：10月31日）
　詳細は、東京都共同募金会ホームページをご覧ください。
【 お問い合わせ先 】
品川区配分推せん委員会事務局
（品川区社会福祉協議会庶務係）
品川区大井1-14-1　大井一丁目共同ビル2F
☎ 03-5718-7171（土日祝を除く9:00～17:00）

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　品川区では、この運動を効果的に推進するため、品川

区長を委員長に推進委員会を設置して、品川区保護司
会、関係機関・団体と連携、協力しながら運動を進めていき
ます。７月は強調月間で、各活動を行います。
★街頭広報活動
日時／７月６日（金）午後３時～５時
場所／五反田・大崎・大井町・西大井（ＪＲ駅）、武蔵小山
駅（東急線）、立会川駅・青物横丁駅周辺（京急線）、八潮
団地

★中央大会 （区民愛のつどい）
日時／７月２７日（金）午後１時３０分～３時３０分
会場／きゅりあん小ホール（ＪＲ大井町駅前）
内容／活動報告、青少年善行・特別表彰贈呈および体験
報告、記念演奏
【 お問い合わせ先 】
品川区役所　地域活動課　☎０３‐５７４２‐６６８７

開催日：9月8日（土）　午前10時～午後3時
場　所：しながわ中央公園
　今年のふくしまつりは障害者スポーツチャレンジデーと同
時開催され、楽しい催しがいっぱいです。ぜひ、お誘い合わ
せの上、遊びに
いらしてください
♪皆さまのご来
場をお待ちして
おります。

　やさしいフラダンスを習いながら、子育て中のお母さんた
ちが交流できるサロンです！ 一緒にフラダンスをしませんか？
日時／第3土曜日　午前１０時～午前１１時２０分
場所／南品川ほっとサロン
　　　（品川区南品川５-１０-３南品川シルバーセンター内）
対象者／品川区在住の未就学児までの親子
　　　　（母親のみの参加も可能です）
参加費／１回　大人５００円・３才以上の子供３００円
　　　　（３歳未満は無料）

【 お問い合わせ先 】
品川ボランティアセンター
品川区大井1-14-1　大井一丁目共同ビル３F
☎03‐5718‐7172
（日・祝を除く9:00～17:00）

★寄付金について  ※ご寄付は寄付控除の対象になります。
　子どもたちを対象に食事の提供、学習支援や体験活
動、居場所や交流の場を提供する団体の活動資金の一
部を助成します。
お申し込みは近くのゆうちょ銀行、郵便局で
■寄付専用口座：
　口座記号番号／００１９０－８－７９２０７０
　口座名義／社会福祉協議会品川ボランティアセンター
　口座名義カナ／シャカイフクシキョウギカイシナガワボラン
　　　　　　　　ティアセンター
★物品寄付について
　ハンドソープ、除菌スプレー、食器用洗剤、ウェットティッ
シュ、ペーパータオルなど未開封のものに限ります。

★食材寄付について
　例えば、米、パスタ、缶詰、乾物類、食用油、醤油、味噌、
砂糖等の調味料、飲料など
●賞味期限が明記されており、期限に余裕があるもの（４　
か月以上）　●生鮮食品以外のもの　●未開封のもの

【 お問い合わせ先 】
品川ボランティアセンター内
しながわ子ども食堂ネットワーク事務局
☎03-5718-7172
（日・祝を除く9:00～17:00）
http://shinashakyo.jp/kodomonet/

ふくしまつり２０１8
障害者スポーツチャレンジデーと
同時開催！！ 9月8日

（土）

応援しよう！ 『子ども食堂』
子ども食堂は子どもがひとりでも入れる食堂です。
自宅でひとりで食事をとる子どもたちへみんなで食べる楽しさや
あたたかさを提供したいと活動しています。
ご寄付頂いた食材等を保管するストックヤードの準備も整いましたので、
応援よろしくお願いいたします。

寄付をしてくださる方へ

おかげさまで 60周年
アーバンホーム
売買・賃貸・管理

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
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品川介護福祉専門学校
夏休みのオープンキャンパス2018
本校では、入学をお考えの方や本校に興味のある方を対象に学
校説明会（オープンキャンパス）を開催しています。
予約不要で、お友達や保護者との参加も大歓迎です。
☆説明会以外にも随時、学校見学（予約制）もできます☆

　体験授業の他にも在校生・卒業生インタビュー、学内見学ツアー、個別相談等を予定しています。
【 お問い合わせ・資料請求先 】
品川介護福祉専門学校　
品川区西品川1‐28‐3中小企業センター5Ｆ
☎03‐5498‐6364（土日・祝を除く9：00～17：00）　
ホームページ品川介護で 検索

●開催日 ●時　間 ●主な内容

7月28日（土） 午後2時～4時 体験授業「車いす編」

8月  5日（日） 午前10時～正午 体験授業「高齢者疑似体験編」

8月24日（金） 午後2時～4時 体験授業「人のからだの動かし方編」

新・学校紹介動画公開開始！
本校ホームページより、ぜひご覧ください！

【 お申し込み・お問い合わせ先 】品川成年後見センター　☎ 03-5718-7174

（1）基礎講座（6日間・36時間）
　平成30年9月1日（土）、15日（土）、22日（土）、

29日（土）、10月6日（土）、13日（土）
（2）実務研修（5日間・30時間）
　平成31年1月～平成31年3月までのうち5日間
※全日午前9時～午後4時まで
※初日9月1日（土）は事前説明があるため、8時45分から
の開始になります。

　　　　　社会福祉法人 品川区社会福祉協議会
　3階会議室　
　（大井1-14-1　大井1丁目共同ビル）

　　　　　全日出席できる、品川区在住在勤の
20歳～74歳（申込時点）の方。

　　　　　30名
　　　　　2,000円※費用は初日に集めます。
　　　　　社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 品川

成年後見センターへお電話でお申し込みくだ
さい。 
申込受付は7月23日（月）9時から
8月17日（金）17時まで（土日・祝日を除く）

　　　　　基礎講座と実務研修の全課程修了後に修了
証をお渡しします。

日　時

費　用
申込先

その他会　場

対象者

定　員

平成30年度市民後見人養成講座　受講生募集のお知らせ

ご寄付ありがとうございました

¥6,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目

¥100,000 カトリック目黒教会　 上大崎4丁目
¥2,000 匿名 東品川3丁目

¥100,000 ユニオンビルヂング株式会社 戸越3丁目
¥500,000 竹内 けい子 東五反田1丁目
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥200,000 （株）村内ファニチャーアクセス 東京都八王子市

¥300 匿名 大井2丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥12,000 越次 正隆 栃木県那須町
¥4,300 橋本 麻子 南大井1丁目
¥30,000 齊藤 哲榮 戸越1丁目
¥5,335 新春カラオケ発表会実行委員会　 南大井5丁目
¥2,500 上村 政江 大井2丁目
¥300 仁木 三枝子 西品川3丁目

¥13,464 榊原 かをり 大井1丁目
¥17,664 中村 一路 大井1丁目
¥13,464 細川 竜輝 大井1丁目
¥17,664 山床 修二 大井1丁目
¥2,900 髙橋 和子 豊町6丁目
¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥7,100 匿名 小山5丁目
¥4,100 黒田 智子 荏原1丁目
¥34,415 小松自動車工業(株)　 東大井1丁目
¥50,000 品川明るい社会づくりの会　 戸越1丁目
¥4,700 匿名 東大井6丁目
¥50 匿名 南大井6丁目

¥3,300 肥田野 紀江 
¥3,600 匿名 南大井2丁目
¥10,900 須山 多喜子 南大井1丁目
¥10,000 旗の台シルバーセンター　陶芸グループ 利用者の会 旗の台5丁目
¥5,000 匿名 東大井5丁目
¥1,300 田部井 綠 大井3丁目
¥5,400 津場 幸子 戸越3丁目
¥100 吉村 路子 荏原4丁目

¥100,000 石井 利比古 荏原3丁目
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥2,000 辻 亜紀 八潮5丁目
¥2,400 匿名 東五反田5丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥1,300 黒田 智子 荏原1丁目
¥3,200 坂本 村子 南大井6丁目
¥3,000 匿名 中延4丁目
¥8,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥1,200 匿名 大井1丁目
¥1,400 匿名 荏原4丁目
¥6,000 匿名 西五反田4丁目

¥100,000 品川合同葬祭株式会社　 西中延1丁目
全日野少年野球クラブ

¥2,300 匿名 東大井4丁目
¥100,000 匿名
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥1,000 匿名 南大井5丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥3,000 近江 清光 西五反田5丁目
¥3,000 遠賀 庸達 西大井5丁目
¥2,700 鍵谷 佳世子 八潮5丁目
¥4,800 匿名 大井1丁目
¥3,000 南 裕義 大田区下丸子

¥30,000 戸越公園駅前南口商店会　 戸越6丁目
¥1,000 川村 治 東大井3丁目
¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥81,069 南品川４丁目１０番－１１番間私道積立管理会　 南品川4丁目
¥50,000 一般社団法人　全国地域生活支援機構　 新宿区百人町
¥100,000 匿名 足立区保木間
¥3,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥400 平山 悟 大井3丁目
¥1,000 匿名 東大井2丁目
¥14,200 宗村 安子 南品川2丁目
¥10,000 山下 千代子 東大井3丁目
¥10,000 黒澤 昭子 中延1丁目
¥115,000 千鶴紅会　 東品川3丁目
¥10,000 村上　雪江 小山5丁目
¥200,000 株式会社　ジェニュイン　 港区芝
¥5,000 大井蔵王権現神社　 大井1丁目
¥20,152 匿名 
¥100,000 匿名 小山台1丁目
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥150,000 匿名 南大井5丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥100,000 アーバンホーム株式会社　代表取締役　川東 明夫 大井1丁目
¥200,000 水曜会　渡邉三雄 荏原4丁目
¥200,220 東京都自転車商協同組合　品川・荏原支部 南大井5丁目
¥5,000 摩耶寺マルシェ　 荏原7丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目

自：平成30年1月  1日
至：平成30年4月30日一般寄付者芳名（敬称略） ［ 10万円以上　太字 ］

物品等寄付者芳名（敬称略）

合計　93　件　￥3,081,197

合計　4　件　￥16,070

合計　16　件

株主優待品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店　 新宿区新宿
株主優待券 シティバンク、エヌ・エイ東京支店　 新宿区新宿
文房具1箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚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
車椅子1台 東京シティ信用金庫　小山支店　 荏原3丁目
文房具1箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚1丁目
タオル70本 鮮明堂印刷株式会社　 西品川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

電子レンジ ハイアールジャパンセールス株式会社　
 代表取締役社長　杜 鏡　 大阪府大阪市

株主優待品10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
ランドセル2個 安部　常弘 葛飾区白鳥
区内商品券 高橋　典子 江東区豊洲
食品添加物殺菌剤・
除菌消臭剤 株式会社ピーズガード　 西大井6丁目

品川区内共通商品券 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
株主優待品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店　 新宿区新宿
株主優待券 シティバンク、エヌ・エイ東京支店　 新宿区新宿

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

¥5,148 福祉ショップ　「テルベ」 大井1丁目
¥2,675 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町2丁目
¥7,008 ほっと募金　社協窓口 
¥1,239 有限会社　基グループ 東大井3丁目

地域貢献ポイントとは…品川区在住の概ね６０歳以上のか
たで、品川区が指定するボランティアに参加し、１回の活動
に対して１ポイント１枚のシールを付与する事業です。ポイント
をためて、区内共通商品券と交換、または社会福祉協議
会や施設に寄付することが出来ます。

平成29年度地域貢献ポイント寄付報告
266名の皆さまから合計254,300円のご寄付を頂きました

心より感謝申し上げます

相続・事業承継・年金などお悩みはございませんか？ 当金庫へお気軽にご相談ください。

（平成 30年 7月現在）

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。

品川区中延２－４－２
☎０３-３７８４-３７９０

荏原薬業協同組合
荏原薬剤師会

※寄付一覧表は寄付受付日順に表示しています。

判断能力が十分でない方を支援するために、地域住民が「市民後見人」となるための養成を行います。
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品川介護福祉専門学校
夏休みのオープンキャンパス2018
本校では、入学をお考えの方や本校に興味のある方を対象に学
校説明会（オープンキャンパス）を開催しています。
予約不要で、お友達や保護者との参加も大歓迎です。
☆説明会以外にも随時、学校見学（予約制）もできます☆

　体験授業の他にも在校生・卒業生インタビュー、学内見学ツアー、個別相談等を予定しています。
【 お問い合わせ・資料請求先 】
品川介護福祉専門学校　
品川区西品川1‐28‐3中小企業センター5Ｆ
☎03‐5498‐6364（土日・祝を除く9：00～17：00）　
ホームページ品川介護で 検索　

●開催日 ●時　間 ●主な内容

7月28日（土） 午後2時～4時 体験授業「車いす編」

8月  5日（日） 午前10時～正午 体験授業「高齢者疑似体験編」

8月24日（金） 午後2時～4時 体験授業「人のからだの動かし方編」

新・学校紹介動画公開開始！
本校ホームページより、ぜひご覧ください！

【 お申し込み・お問い合わせ先 】品川成年後見センター　☎ 03-5718-7174

（1）基礎講座（6日間・36時間）
　平成30年9月1日（土）、15日（土）、22日（土）、
　　　　  29日（土）、10月6日（土）、13日（土）
（2）実務研修（5日間・30時間）
　平成31年1月～平成31年3月までのうち5日間
 ※全日午前9時～午後4時まで
※初日9月1日（土）は事前説明があるため、8時45分から
　の開始になります。

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会
3階会議室　
（大井1-14-1　大井1丁目共同ビル）

全日出席できる、品川区在住在勤の
　　　　　20歳～74歳（申込時点）の方。

30名
2,000円※費用は初日に集めます。
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 品川

　　　　　成年後見センターへお電話でお申し込みくだ
さい。 
申込受付は7月23日（月）9時から

　　　　　8月17日（金）17時まで（土日・祝日を除く）
　　　　　基礎講座と実務研修の全課程修了後に修了
　　　　　証をお渡しします。

日　時

費　用
申込先

その他会　場

対象者

定　員

平成30年度市民後見人養成講座　受講生募集のお知らせ

ご寄付ありがとうございました

¥6,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目

¥100,000 カトリック目黒教会　 上大崎4丁目
¥2,000 匿名 東品川3丁目

¥100,000 ユニオンビルヂング株式会社 戸越3丁目
¥500,000 竹内　けい子 東五反田1丁目
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥200,000 （株）村内ファニチャーアクセス 東京都八王子市

¥300 匿名 大井2丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥12,000 越次 正隆 栃木県那須町
¥4,300 橋本 麻子 南大井1丁目
¥30,000 齊藤 哲榮 戸越1丁目
¥5,335 新春カラオケ発表会実行委員会　 南大井5丁目
¥2,500 上村 政江 大井2丁目
¥300 仁木 三枝子 西品川3丁目

¥13,464 榊原 かをり 大井1丁目
¥17,664 中村 一路 大井1丁目
¥13,464 細川 竜輝 大井1丁目
¥17,664 山床 修二 大井1丁目
¥2,900 髙橋 和子 豊町6丁目
¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥7,100 匿名 小山5丁目
¥4,100 黒田 智子 荏原1丁目
¥34,415 小松自動車工業(株)　 東大井1丁目
¥50,000 品川明るい社会づくりの会　 戸越1丁目
¥4,700 匿名 東大井6丁目
¥50 匿名 南大井6丁目

¥3,300 肥田野 紀江 
¥3,600 匿名 南大井2丁目
¥10,900 須山 多喜子 南大井1丁目
¥10,000 旗の台シルバーセンター　陶芸グループ 利用者の会 旗の台5丁目
¥5,000 匿名 東大井5丁目
¥1,300 田部井 綠 大井3丁目
¥5,400 津場 幸子 戸越3丁目
¥100 吉村 路子 荏原4丁目

¥100,000 石井 利比古 荏原3丁目
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥2,000 辻 亜紀 八潮5丁目
¥2,400 匿名 東五反田5丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥1,300 黒田 智子 荏原1丁目
¥3,200 坂本 村子 南大井6丁目
¥3,000 匿名 中延4丁目
¥8,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥1,200 匿名 大井1丁目
¥1,400 匿名 荏原4丁目
¥6,000 匿名 西五反田4丁目

¥100,000 品川合同葬祭株式会社　 西中延1丁目
全日野少年野球クラブ　 

¥2,300 匿名 東大井4丁目
¥100,000 匿名
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥1,000 匿名 南大井5丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥3,000 近江 清光 西五反田5丁目
¥3,000 遠賀 庸達 西大井5丁目
¥2,700 鍵谷 佳世子 八潮5丁目
¥4,800 匿名 大井1丁目
¥3,000 南 裕義 大田区下丸子

¥30,000 戸越公園駅前南口商店会　 戸越6丁目 
¥1,000 川村 治 東大井3丁目
¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥81,069 南品川４丁目１０番－１１番間私道積立管理会　 南品川4丁目
¥50,000 一般社団法人　全国地域生活支援機構　 新宿区百人町
¥100,000 匿名 足立区保木間
¥3,000 島崎 妙子 八潮5丁目
¥400 平山 悟 大井3丁目
¥1,000 匿名 東大井2丁目
¥14,200 宗村 安子 南品川2丁目
¥10,000 山下 千代子 東大井3丁目
¥10,000 黒澤 昭子 中延1丁目
¥115,000 千鶴紅会　 東品川3丁目
¥10,000 村上　雪江 小山5丁目
¥200,000 株式会社　ジェニュイン　 港区芝
¥5,000 大井蔵王権現神社　 大井1丁目
¥20,152 匿名 
¥100,000 匿名 小山台1丁目
¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3丁目
¥150,000 匿名 南大井5丁目
¥10,000 倫理研究所 家庭倫理の会　品川区  会長　忍田 文子 東大井5丁目
¥100,000 アーバンホーム株式会社　代表取締役　川東 明夫 大井1丁目
¥200,000 水曜会　渡邉三雄 荏原4丁目
¥200,220 東京都自転車商協同組合　品川・荏原支部 南大井5丁目
¥5,000 摩耶寺マルシェ 荏原7丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目
¥10,000 匿名 南大井6丁目
¥6,000 匿名 南大井6丁目

自：平成30年1月  1日
至：平成30年4月30日一般寄付者芳名（敬称略） ［ 10万円以上　太字 ］

物品等寄付者芳名（敬称略）

合計　93　件　￥3,081,197

合計　4　件　￥16,070

合計　16　件

株主優待品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
株主優待券 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
文房具1箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚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
車椅子1台 東京シティ信用金庫　小山支店 荏原3丁目
文房具1箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚1丁目
タオル70本 鮮明堂印刷株式会社 西品川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

電子レンジ ハイアールジャパンセールス株式会社
 代表取締役社長　杜 鏡 大阪府大阪市

株主優待品10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
ランドセル2個 安部　常弘 葛飾区白鳥
区内商品券 高橋　典子 江東区豊洲
食品添加物殺菌剤・
除菌消臭剤 株式会社ピーズガード　 西大井6丁目

品川区内共通商品券 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
株主優待品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
株主優待券 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

¥5,148 福祉ショップ　「テルベ」 大井1丁目
¥2,675 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町2丁目
¥7,008 ほっと募金　社協窓口
¥1,239 有限会社　基グループ 東大井3丁目

地域貢献ポイントとは…品川区在住の概ね６０歳以上のか
たで、品川区が指定するボランティアに参加し、１回の活動
に対して１ポイント１枚のシールを付与する事業です。ポイント
をためて、区内共通商品券と交換、または社会福祉協議
会や施設に寄付することが出来ます。

平成29年度地域貢献ポイント寄付報告
266名の皆さまから合計254,300円のご寄付を頂きました

心より感謝申し上げます

相続・事業承継・年金などお悩みはございませんか？ 当金庫へお気軽にご相談ください。

（平成 30年 7月現在）

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。

品川区中延２－４－２
☎０３-３７８４-３７９０

荏原薬業協同組合
荏原薬剤師会

※寄付一覧表は寄付受付日順に表示しています。

判断能力が十分でない方を支援するために、地域住民が「市民後見人」となるための養成を行います。
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品川合同葬祭株式会社
大井営業所　品川区東大井５-２５-１９
TEL ０３－３４７２－０９９０

（２４時間受付）

品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

テルベでは、障害のある方が自分の得意なことを活かしな
がらひとつひとつ丹精込めてつくった生活雑貨やオリジナル
工芸品を販売しております。また、販売補助として店頭に立
ち、自らが作った商品の説明を行うなど障害のある方の社会
参加やコミュニケーションを促進する場となっています。
　地域のお祭り、企業のイベント、学校行事等の景品、記念
品にいかがですか。
イトーヨーカドー大井町店
の６階にありますので、お
気軽にお立ち寄りください。

【お問い合わせ先】
品川ボランティアセンター
品川区大井1-14-1
大井一丁目共同ビル３F
☎03‐5718‐7172（日・祝を除く9:00～17:00）

当協議会では、広報誌「社協だより」の表紙を飾る
写真を区民の皆さまから募集しています。
（今年度は以降９月、１２月、２月に発行予定）
応募対象は、「しながわらしさ」が伝わるような、品川

区内の風景や行事の際の写真です。
採用させていただいた方には御礼として、福祉

ショップ「テルベ」の商品割引券2,000円分を贈呈致
します。また、差し支えなければ紙面にてお名前を公
表させて頂きます。
区民の皆さまと共により良い「社協だより」を作って

いけたら幸いです。是非ふるってご応募ください！
【応募方法】

shomu@shinashakyo.jp　宛に、写真データを
添付し、下記の要件でメールをお送りください。
件　名／社協だより表紙写真
本　文 ／①氏名　②ご住所　③採用された場合、
氏名公表の可否　④題名（あれば）　⑤撮影場所

　東京都の民生委員制度（注１）設立100周年を迎え
るにあたり、品川区民生委員協議会会長である松
尾様にお話を伺いました。
今までの民生委員活動を振り返ってみて、やり

がいを感じたことや辛かったことを教えてください。
37歳から民生委員を務め、今年で丁度人生の

半分を民生委員として生きてきたことになります。辛
かったことは、過ぎてしまえばそれほどなかったように
思います。強いて言えば、民生委員になって初めの
頃の敬老お祝い品事業などで、多額のお金を預
かって地域の方へお届けしたときは緊張しましたが、
最終的に金額が合ったときは、すごくホッとしました。
よかったと感じるのは、お役に立てたんだなと感じた
ときです。
長年民生委員を務めてこられた中で、着任され

た当初と今とで感じる地域の変化はありますか？
やはり高齢化が進んだことです。家族形態の多

様化や社会の変化によって、近隣との関わり方も変
わってきたように思います。
　また、介護保険制度ができてから、相談を支援に
繋げやすくなりました。支え愛・ほっとステーションな
どもでき、地域の方々の相談先の選択肢が増えたの
は良いことだと思います。
民生委員を務める上で必要だと思うことや、ご

自身が大切にしていることはなんですか？
地域の方に寄り添うこと、「民生委員児童委員

信条（注２）」の中にある“隣人愛”の心を持つことだと
思います。周りの人や身近な人のために、誠実に対
応し、よりよい方向にいくようにお手伝いをすること
が民生委員の役目だと思います。私は「信条」にな

るべく近づけるよう、努めていきたいと思います。
今後の地域福祉に求められることは何だと思い

ますか？
目指すのは、行政や社会福祉協議会、そして

我々民生委員をはじめ、地域住民、町会、学校、警
察・消防など…様々な主体が一丸となり、地域のみ
んなで支えあう連携の力を高めていくこと、そしてそ
のために必要なことは何か？と考えて行動していくこ
とだと思います。
　高齢者の孤立化、児童虐待、自然災害など、起き
てほしくないことは様々ありますが、そういったことを
少しでも予防でき、実際に起きた時に手助けができ
るような地域づくりができればと思います。そのため
には、日頃からの声掛けなどを大切にし、何かあった
ときには相談できるような関係をつくっていくことが
必要だと思います。そして、先人の方々が長い間、時
間をかけて築き上げてこられたことを、大切につない
でいきたいと思います。
♥～松尾会長、貴重なお話をいただき、ありがとう
ございました。～

（注１）民生委員制度
　東京都における民生委員制度の前身は大正7年に創設
された「救済委員制度」であり、今年で100周年を迎えます。
その源となったのが大正6年に岡山県で生まれた「済世顧
問制度」であり、設置規程公布日の5月12日が「民生委員・
児童委員の日」となりました。その日の前後に都内では様々
な記念行事が行われました。
（注２）民生委員児童委員信条
　昭和26年制定。民生委員の活動理念として掲げられた５
つの信条。
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