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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

★「助けられ上手」とは？　
　「悩みや苦しみを一人で抱え込まずに周囲の誰かに助けを
求めることが上手な人」

★どうして「助けられ上手」が必要なの？
　加齢や病気、事故、災害にあった時は必ず誰かの力が必
要になります。そんな時、助けられる側が上手にSOSを出すこ
とで、助ける側も気づくことができ、必要な支援につなげること
ができます。

★講座ではどんなことをするの？
　「助けられ上手度測定表」というチェック表を使ってどのくら
い「助けられ上手」なのかチェック。その後、助けられ上手にな
るコツや助け合いの地域を作るためにどうしたら良いかを皆さ
んと考えます。

★講座はどうすれば参加できるの？
　何名か集まる場や機会がありましたら支え愛・ほっとステー
ションまでご連絡ください。ほっとステーションのコーディネーター
がお伺いし、講座を行わせていただきます。
　地域の方が住み慣れた地域で安心して生活を続けるため
に、地域の支え合いは欠かせません。多くの皆様と「助けられ
上手」について考えたいと願っています。
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　品川成年後見センターでは、認知症などにより成
年後見制度を利用して生活されている方の支援を
同センター職員と支援員で行っています。支援員は
その方々の住まいに訪問して、日々の生活の状況を
見守ったり、丁寧に希望を聞き取ったりしてくださる
とても重要な存在です。
　支援員の細やかな配慮やあたたかい見守りは認
知症などの方にも、そして品川後見センターにも欠か
せないものです。
　今回は、日々心掛けていること、うれしかったこと、
大変だったことなどをお聞きしました。
支援員になったきっかけは？
娘に「ずーっと専業主婦で家にいていいの、外

ではもっと楽しいことがあるよ」と言われたことがきっ
かけで、品川区社会福祉協議会のさわやかサービ
スの協力会員になりました。それが架け橋となり、後
見センターが開設された時から支援員で活動してい
ます。
利用者を訪問する時に心掛けていくことは？
月に1回程度自宅や施設に訪問しています。会

話の調子や内容、体の様子など前回の訪問と変わ
りないか気を付けてみています。高齢の方の小さい
変化を見落としてしまうことも多いので、生活に不便
がないか、健やかにお過ごしか確かめるように心掛
けています。
　また、生活の場や接してくれる施設の職員さんな
どの対応の方法なども、利用者さんに適しているか
な、あんしんして生活できているかな、とみるようにし
ています。
うれしかったこと
訪問の回数を重ねるごとに、私を待っていてく

れるようになり信頼関係が深まっていったと感じたと
きや、利用者さんが心を開き、幼少の頃に経験したこ
とを話してくれるようになったときです。
　たとえば、戦争中に西大井のニコンが爆撃にあ
い、けが人が沢山いるところを逃げ歩いたことなど、
利用者さんにとってはとても苦く心に残っていること
だと思います。
　また、七夕の時に短冊に「また松本支援員さんが
来てくれるように、会いたい」と書いてくれていた時
はうれしかったです。
大変だなと思ったこと
利用者さんと信頼関係を築くまでが大変です。

　たとえば、他の支援員が訪問していて、それを引き
継いで訪問をするようになった時に、利用者さんも
前の支援員との信頼関係があり、多少警戒心もあっ
たのかもしれません。根気よく、差しさわりのない話
題を繰り返し話すことで、少しずつ心を開いてくれま
した。
　また、他の利用者さんでは、会うたびに私の洋服
の事を話題にしてくれるので、洋服に興味があるのか
と思い、その話題をきっかけにして関係を深めました。
やりがいを感じたことは？
利用者さんの人生の最終局面に寄り添い支え

ることがやりがいでしょうか。
たとえば、年を重ねるごとに心身ともに変化が見られ
ますが、その変化に合わせて接し方や話し方を工夫
します。時には最期のお別れに立ち会うこともあり、
この仕事を通して色々な人たちと関われることは、自
分の人生に深みが増したと感じています。

♥松本さん、本日はありがとうございました。
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あんしん居住サポート事業
～民間賃貸住宅への住み替えでお困りの方へ～

題字：濱野　健　品川区長
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「出会いが人生に深みをもたらしました。」

地域でキラリ★
シリーズ
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「助けられ上手講座」
のご紹介！

【 お問い合わせ先 】　支え愛・ほっとステーション
品川第一　03-6433-9133
品川第二　03-6433-0441
大崎第一　03-6421-7810
大崎第二　03-6303-9139
大井第一　03-6404-6878
大井第二　03-5728-9093
大井第三　03-6429-9637

荏原第一　03-6421-5557
荏原第二　03-6426-4110
荏原第三　03-6421-6542
荏原第四　03-6426-2464
荏原第五　03-6426-2625
八潮　　　03-5755-9828

認知症などの方を支える支援員
松本秀瑞さんへのインタビュー（品川成年後見センター）

＊支え愛・ほっとステーションは区内13地区（各地域センター内）に開
設し、２名のコーディネーターが身近な福祉の相談窓口として駐在し
ています。

ひで  み
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品川区高齢者住宅生活支援サービス事業

あんしん居住サポート

品川区高齢者住宅生活支援サービス事業

「あんしん居住サポート」がスタート

●相談  ●受付  ●審査  ●決定

品川区社会福祉協議会　あんしん居住サポート

【特集】

【 お問い合わせ先 】
品川区社会福祉協議会　あんしん居住サポート担当

TEL:03-6429-7337
FAX:03-6429-7600

品川区高齢者住宅生活支援サービス事業

「あんしん居住サポート」の内容

相談からサービス開始までの流れ

まず、品川区にご相談ください

●65歳以上の高齢者のみの世帯の方
●区内の民間賃貸住宅に2年以上居住している方
●区内の民間賃貸住宅への転居を希望している方　等
　ただし、持ち家や子どもと居住している方は除く

【緊急通報システム使用料】
●住民税非課税の方 300円/月額
●住民税課税の方 1,000円/月額
※システム使用料以外に通話料金として月額300
　～400円かかります。

1 人

2人以上

1K

150,000 円

160,000 円

1DK

170,000 円

180,000 円

2DK～

190,000 円

200,000 円

※死亡時以外の区外転居等で更新しない場合、預託金は返
　却します。

　基本サービスは、①定期連絡、②生活相談、③緊
急対応、④家財撤去・残置物処分と必要に応じて
の転居支援があります。
①定期連絡：転居後の定期的な連絡・訪問等によ
　り健康状態などを確認し、必要に応じて協力店・
　家主へ連絡します。
②生活相談：居住する方の日常生活の相談対応と
　ともに、必要に応じて協力店・家主とも調整を行
　います。
③緊急対応：健康状態の急変等で緊急通報システ
　ムを利用し、緊急対応が必要な場合、関係機関と
　連絡・調整を行います。
④家財撤去・残置物処分：お亡くなりになった時、
　その後の居室内の家財撤去、残置物の処分を行
　います。

※転居支援　必要な方には、転居時の諸手続きの
　支援を行います。

【基本サービス利用】①～③の費用
●4,800円（税込）／2年間
※契約時、更新時にお支払いいただきます。
※途中解約および死亡時においても返却しません。

【預託金】④の費用
　この費用は、預託金として下記の金額が契約時
に必要です。

品川区高齢者緊急通報システム
　緊急通報システムは、警備会社と連携による24時
間センサーの見守りがあり、必要に応じて警備会社
のスタッフが駆けつけます。

※利用時間が1時間を超えるときは30分ごとに600円加算
　します。
※状況に応じて1人または2人で対応します。

1人1時間　1,200円（税込）＋交通費

プラス

人数 間取り

1．基本サービス（加入必須）

2．オプションサービス

ご希望に応じてサービスを提供します。【 お問い合わせ先 】
品川区高齢者地域支援課高齢者住宅担当

TEL:03-5742-6735
FAX:03-5742-6882

対象者 このサービスの利用は、次の要件等を満たした品川区高齢者住宅あっ旋事業
の決定者で、品川区から紹介された方になります。

　この事業は、品川区と品川区社会福祉協議会が共同で行うもので、民間賃貸住宅への
転居を支援するものです。
　65歳以上の方で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう見守り等の生活支
援から死亡時における家財撤去や残置物処分までを行う新しい仕組みです。

◇例えばこんなケース…
アパートの立ち退きを

言われたが、高齢を理由に
引越しできない

一人になって
住み慣れた家が広すぎるので

住みかえたい

2階に住んで
いるけど、
階段がきつく
なった

住みかえを機会に
終活をしたい

品川区

説 明 申 込 契約締結 サービス開始

区から
紹介

基本サービス
 緊急通報システム
 ①定期連絡、②生活相談、③緊急対応
 ④家財撤去・残置物処分

オプションサービス
●生活支援サービス
●お別れサポート

生活支援サービス
　金融機関、区役所等への同行、医療費・入院費等
の支払代行、要介護申請・認定調査同席等の支援
など、ご希望に応じて行います。

　　　事務手続・遺骨搬送費・墓前準備等の手
　　数料です。
　　　菩提寺・納骨堂等への支払実費は別途い
　　ただきます。
　◇菩提寺等が決まっていない方：100,000円（税込）
　　　合葬墓（養玉院如来寺）へ納骨および事務手
　　続・遺骨搬送費・墓前準備・永代供養費等を
　　含む費用です。

お別れサポート
　この費用は契約時に支払っていただきます。
①火葬等支援　200,000円（税込）
　葬儀社の手配および打ち合わせ、ご希望の親族
　への連絡、火葬の実施、その他の死後事務手続等
　を行います。
②納骨・埋葬支援
　◇菩提寺等が決まっている方：30,000円（税込）
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「おたがいさま運動」
知っていますか？

2019年度　奨学研究資金奨学生募集

生活福祉資金　教育支援資金貸付のご案内

　－申請の資格－
（１）申請の日の１か年前から引き続き区内に住所を
　 有するひとり親世帯。
（２）高等学校ならびに大学、短期大学または専修学校に
　  在学または入学確定、受験予定の者。
（３）経済的理由により修業に困難があると認められる　
　  下記の収入基準以下の世帯。（手当等含む）
（４）前年度成績の平均が３．５以上の者。
（５）修学上、この資金を必要とする者。
　  なお、申請資格はすべて備えている者を対象とする。

　－申請期間－
　平成30年１１月１日（木）～１１月３０日（金）  期間厳守

　－奨学資金の交付－
　奨学資金の交付額は、正規の最短修学年限に限り
交付します。

　－選考方法－
　書類審査の後、面接審査を行います。
　－資金の交付－
　2019年４月に入学、進級の確認後交付します。
　申請書類、申請方法につきましては品川区社会福祉
協議会庶務係へお問い合わせください。
【 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）

　所得の少ない世帯（収入基準あり）に対する学費
貸付制度です。
　ただし、東京都私学財団、日本学生支援機構等、
他の制度を優先利用してください。
◆対象 学校教育法に規定する高等学校、大学、
短期大学、専修学校（高等課程・専門課程）、高等
専門学校の入学金・授業料等

◇連帯保証人が必要な場合があります。
◇申し込みから貸付まで1か月程度かかります。
◇その他にも条件・基準があります。詳しくはお問い
　合わせください。
【 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）

高等学校生

大学、短期大学または専修学校

100,000円（年額）　 2人

150,000円（年額）　 3人

世帯人数
収入基準額
（月額）

272,000

2人

335,000

3人

385,000

4人

425,000

5人
（金額　単位：円）

　奨学研究資金とは、ひとり親世帯の生活の安定と人材の育成を図るため、学費の一部を交付
する制度です。昭和50年9月に区内篤志家の寄付金をもとに創設されました。現在は、品川区
内の町会・自治会をはじめ、区民の皆さまにご支援いただいている「歳末たすけあい募金」を原資
として交付しています。

　「おたがいさま運動」とは、「困っている人がいたら助
ける。困ったときは“たすけて”といえる。そんなことがあ
たりまえにできる『支え合いのまちづくり』」をみんなで
すすめる運動です。
　品川区社会福祉協議会では、区の委託を受けて「おた
がいさま運動」の周知活動をしています。現在は区内の小
学3～4年生の授業にうかがって「相手をおもいやる」こと
の大切さを考えるきっかけ作りをしています。目の不自由な
方や車いすを使っている方を理解し、声をかける、手伝うな
どが出来るように、「アイマスク」をつけて、やってはいけない
こと、やってほしいことを一緒に学びます。また、車いすに乗
る体験、押す体験を通して車いす利用者の理解を深めて
います。
【お問い合わせ先】
品川区社会福祉協議会　相互支援室
品川区大井1-14-1　大井一丁目共同ビル2Ｆ
☎03‐5718‐7173（日・祝を除く9:00～17:00）

給付

貸付

ふれあい祭

日　時　平成30年11月4日（日）
　　　　11:00～15:00
場　所　ふれあい作業所西大井
　　　　品川区西大井4-9-9
内　容　模擬店・ふれあいみこし・自主製品販
　　　　売・リサイクル自転車販売・クラブ活
　　　　動発表・写真展等
【 お問い合わせ先 】
ふれあい作業所西大井
☎03-3775-4585（土日・祝を除く9:00～17:00）
※荒天の場合、中止および内容等に変更があることがござ
　います。

今年もふれあいメンバーが
楽しく盛り上げます。

～みんなの元気
　どんなときも力を合わせて～

みなさまのご来場を心よりお待ちしております

第26回
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氏　名 住　所金　額 氏　名 住　所金　額

氏　名 住　所物品名

※寄付一覧表は寄付受付日順に表示しています。

あなたの街の「ほっと募金」

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 9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

　品川区内のお店などに置いていただいている社協
の『ほっと募金箱』。いただいた募金は、紙おむつ支
給などの事業に活かされています。

　日常の中でできる“地域
の支えあい”に、あなたも
参加してみませんか？
　新たに設置にご協力い
ただけるお店も随時募集
しております！お気軽にご
連絡ください。

　中延商店街の中にある、創業約30年の喫茶店。
地元の買い物客はもちろん、少し遠くから中延付近の
病院や習い事に通う方が休憩所・集まりの場として
利用することも多いそうです。「時間や場面を問わず
いつでも利用できる喫茶店だからこそ、長く親しんでも
らえているのだと思う。地域の方同士の交流の場を
提供する存在になれていれば嬉しいです。」と店長。
人気の食事メニューは創業当初から続くスパゲティグ
ラタン（￥800）、ドリア（￥800）、ピザトースト（￥650）な
ど。季節限定メニューも随時提供しています。

　　　　　　　はおおむね55歳以上の方を対象とした
無料職業紹介所、就職相談窓口です。
　東京都と品川区の支援のもと、品川区社会福祉協議会
が運営しています。
　通常は、品川区立中小企業センターの1階で、求職者の
方の登録手続き、就職の相談、職業の紹介などを行って
区民の方々へサービス向上に努めています。
●求人の探し方がわからない。
●履歴書など応募書類の書き方がわからない。
●面接を受けるときの注意事項とは・・・・など
　日ごろの就職に関するご相談など、お気軽にサポしなが
わにお問い合わせください。
　また、サポしながわは合同就職面接会をきゅりあん（品川
区総合区民会館）で年2回、中小企業センターで年2回、ハ
ローワーク品川と共催で開催しています。

①　日　時　平成30年１１月１5日（木）13：00～15：00
　　会　場　きゅりあん７階　イベントホール
②　日　時　平成３1年２月１4日（木）：13：00～15：00 
　　会　場　中小企業センター３階　レクリエーションホール
【 お問い合わせ先 】
品川区西品川1-28-3　中小企業センター１Ｆ
☎03-5498-6357（土日・祝を除く9：00～17：00）
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ご寄付ありがとうございました

 ¥5,000 岡元 健太 大井1丁目
 ¥92,080 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
 ¥60,670 品川区青少年対策大井第一地区委員会　 南大井1丁目
 ¥100,000 髙林 正敏 南大井4丁目
 ¥9,881 品川区民友会　 大井1丁目
 ¥5,000 宮村 隆良 南大井5丁目
 ¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3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
 ¥8,300 匿名 上大崎2丁目
 ¥3,000 遠賀 庸達 西大井5丁目
 ¥17,747 匿名
 ¥30,388 東京都建設組合　戸越支部 豊町3丁目
 ¥100,000 匿名 埼玉県さいたま市
 ¥100,000 石川 邦夫 中延5丁目
 ¥3,000 近江 清光 西五反田5丁目
 ¥10,000 匿名 大崎4丁目
 ¥700 横畑 昌枝 八潮5丁目
 ¥186,400 住谷 菊侍 大井3丁目
 ¥100,000 木下 徹 練馬区練馬 
 ¥7,747 子ども食堂フォーラム2018募金箱　 
 ¥3,000 大下 浩平 
 ¥3,000 松田 由美子 
 ¥30,000 石原 忠 南大井1丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮5丁目
 ¥10,000 リメイク絆　 
 ¥7,000 佐藤 英二郎 大崎3丁目
 ¥6,300 匿名 西五反田6丁目 
 ¥11,800 江藤 和美 東五反田4丁目
 ¥6,100 協和町会　女性部 西五反田8丁目
 ¥200,000 D’ステーション大崎店　 大崎3丁目
 ¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3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
 ¥10,000 天理教都南分教会婦人会　 南品川6丁目
 ¥4,400 匿名 西大井6丁目
 ¥6,100 匿名 西大井6丁目
 ¥11,015 都十五中２回生一組クラス会　 
 ¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
 ¥50,000 匿名 

自：平成30年5月1日　
至：平成30年6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）

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

合計　38　件　￥1,246,628

合計　12　件

車椅子2台 仲よし友の会 大井6丁目
食品（すりごま
10袋・大麦10袋） 株式会社日本アクセス　 大崎1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
カセットコンロ1台、
カセットボンベ184台 東芝エレベータ株式会社　 川崎市幸区

タオル100枚 横坂 光治 豊町6丁目
文房具3箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚1丁目
非常用食品
（アルファ米19箱） SMK株式会社　 戸越6丁目

株主優待品17品 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
ろうそく 宮本 理江子 荏原2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
文房具１箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚1丁目

 ¥2,550 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町2丁目
 ¥127 サロン・ド・サチ　 平塚1丁目
 ¥8,291 (有)　二幸精肉店 戸越4丁目
 ¥6,017 たばこショップわたなべ　 戸越1丁目

５５歳からの　おしごとさがしの　サポーター

これからの合同就職面接会の予定

合計　4　件　￥16,985

店長の横山さん

介護福祉士を目指す方へ　～品川介護福祉専門学校　入学選考のご案内～

【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　

【平成３1年度入学生対象　入試日程】

  ※ ○は実施日　　10/14以降の出願はそれぞれの入学選考日の5日前まで受け付けています。

学校推薦入試
自己推薦入試
一般入試

○

10/6
（土）

○
○

10/14
（日）

○

○

11/4
（日）

○

○

11/17
（土）

○

○

12/2
（日）

○
○
○

12/15
（土）

○

○

1/20
（日）

○

○

2/3
（日）

平成30年

○

○

2/16
（土）

○

○

3/3
（日）

○

○

3/16
（土）

平成31年入学選考日

選考種別

　品川介護福祉専門学校は、地域で活躍する福祉人材の養成・育成を目指し、
社会福祉協議会が設立し、運営している2年制（昼間）の専門学校です。
介護福祉のプロフェッショナル「介護福祉士」を目指すことができます。

コーヒーハウス　サンタフェ
品川区中延３-13-７
☎03-3781-7487

設置協力店『コーヒーハウス サンタフェ』
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（平成 30年 9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

　品川区内のお店などに置いていただいている社協
の『ほっと募金箱』。いただいた募金は、紙おむつ支
給などの事業に活かされています。

　日常の中でできる“地域
の支えあい”に、あなたも
参加してみませんか？
　新たに設置にご協力い
ただけるお店も随時募集
しております！お気軽にご
連絡ください。

　中延商店街の中にある、創業約30年の喫茶店。
地元の買い物客はもちろん、少し遠くから中延付近の
病院や習い事に通う方が休憩所・集まりの場として
利用することも多いそうです。「時間や場面を問わず
いつでも利用できる喫茶店だからこそ、長く親しんでも
らえているのだと思う。地域の方同士の交流の場を
提供する存在になれていれば嬉しいです。」と店長。
人気の食事メニューは創業当初から続くスパゲティグ
ラタン（￥800）、ドリア（￥800）、ピザトースト（￥650）な
ど。季節限定メニューも随時提供しています。

　　　　　　　はおおむね55歳以上の方を対象とした
無料職業紹介所、就職相談窓口です。
　東京都と品川区の支援のもと、品川区社会福祉協議会
が運営しています。
　通常は、品川区立中小企業センターの1階で、求職者の
方の登録手続き、就職の相談、職業の紹介などを行って
区民の方々へサービス向上に努めています。
●求人の探し方がわからない。
●履歴書など応募書類の書き方がわからない。
●面接を受けるときの注意事項とは・・・・など
　日ごろの就職に関するご相談など、お気軽にサポしなが
わにお問い合わせください。
　また、サポしながわは合同就職面接会をきゅりあん（品川
区総合区民会館）で年2回、中小企業センターで年2回、ハ
ローワーク品川と共催で開催しています。

①　日　時　平成30年１１月１5日（木）13：00～15：00
　　会　場　きゅりあん７階　イベントホール
②　日　時　平成３1年２月１4日（木）：13：00～15：00 
　　会　場　中小企業センター３階　レクリエーションホール
【 お問い合わせ先 】
品川区西品川1-28-3　中小企業センター１Ｆ
☎03-5498-6357（土日・祝を除く9：00～17：00）
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ご寄付ありがとうございました

 ¥5,000 岡元 健太 大井1丁目
 ¥92,080 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
 ¥60,670 品川区青少年対策大井第一地区委員会　 南大井1丁目
 ¥100,000 髙林 正敏 南大井4丁目
 ¥9,881 品川区民友会　 大井1丁目
 ¥5,000 宮村 隆良 南大井5丁目
 ¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3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
 ¥8,300 匿名 上大崎2丁目
 ¥3,000 遠賀 庸達 西大井5丁目
 ¥17,747 匿名
 ¥30,388 東京都建設組合　戸越支部 豊町3丁目
 ¥100,000 匿名 埼玉県さいたま市
 ¥100,000 石川 邦夫 中延5丁目
 ¥3,000 近江 清光 西五反田5丁目
 ¥10,000 匿名 大崎4丁目
 ¥700 横畑 昌枝 八潮5丁目
 ¥186,400 住谷 菊侍 大井3丁目
 ¥100,000 木下 徹 練馬区練馬 
 ¥7,747 子ども食堂フォーラム2018募金箱　 
 ¥3,000 大下 浩平 
 ¥3,000 松田 由美子 
 ¥30,000 石原 忠 南大井1丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮5丁目
 ¥10,000 リメイク絆　 
 ¥7,000 佐藤 英二郎 大崎3丁目
 ¥6,300 匿名 西五反田6丁目 
 ¥11,800 江藤 和美 東五反田4丁目
 ¥6,100 協和町会　女性部 西五反田8丁目
 ¥200,000 D’ステーション大崎店　 大崎3丁目
 ¥10,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川3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
 ¥10,000 天理教都南分教会婦人会　 南品川6丁目
 ¥4,400 匿名 西大井6丁目
 ¥6,100 匿名 西大井6丁目
 ¥11,015 都十五中２回生一組クラス会　 
 ¥5,000 島崎 妙子 八潮5丁目
 ¥50,000 匿名 

自：平成30年5月1日　
至：平成30年6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）

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

合計　38　件　￥1,246,628

合計　12　件

車椅子2台 仲よし友の会 大井6丁目
食品（すりごま
10袋・大麦10袋） 株式会社日本アクセス　 大崎1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
カセットコンロ1台、
カセットボンベ184台 東芝エレベータ株式会社　 川崎市幸区

タオル100枚 横坂 光治 豊町6丁目
文房具3箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚1丁目
非常用食品
（アルファ米19箱） SMK株式会社　 戸越6丁目

株主優待品17品 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
ろうそく 宮本 理江子 荏原2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
文房具１箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚1丁目

 ¥2,550 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町2丁目
 ¥127 サロン・ド・サチ　 平塚1丁目
 ¥8,291 (有)　二幸精肉店 戸越4丁目
 ¥6,017 たばこショップわたなべ　 戸越1丁目

５５歳からの　おしごとさがしの　サポーター

これからの合同就職面接会の予定

合計　4　件　￥16,985

店長の横山さん

介護福祉士を目指す方へ　～品川介護福祉専門学校　入学選考のご案内～

【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　

【平成３1年度入学生対象　入試日程】

  ※ ○は実施日　　10/14以降の出願はそれぞれの入学選考日の5日前まで受け付けています。

学校推薦入試
自己推薦入試
一般入試

○

10/6
（土）

○
○

10/14
（日）

○

○

11/4
（日）

○

○

11/17
（土）

○

○

12/2
（日）

○
○
○

12/15
（土）

○

○

1/20
（日）

○

○

2/3
（日）

平成30年

○

○

2/16
（土）

○

○

3/3
（日）

○

○

3/16
（土）

平成31年入学選考日

選考種別

　品川介護福祉専門学校は、地域で活躍する福祉人材の養成・育成を目指し、
社会福祉協議会が設立し、運営している2年制（昼間）の専門学校です。
介護福祉のプロフェッショナル「介護福祉士」を目指すことができます。

コーヒーハウス　サンタフェ
品川区中延３-13-７
☎03-3781-7487

設置協力店『コーヒーハウス サンタフェ』
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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

★「助けられ上手」とは？　
　「悩みや苦しみを一人で抱え込まずに周囲の誰かに助けを
求めることが上手な人」

★どうして「助けられ上手」が必要なの？
　加齢や病気、事故、災害にあった時は必ず誰かの力が必
要になります。そんな時、助けられる側が上手にSOSを出すこ
とで、助ける側も気づくことができ、必要な支援につなげること
ができます。

★講座ではどんなことをするの？
　「助けられ上手度測定表」というチェック表を使ってどのくら
い「助けられ上手」なのかチェック。その後、助けられ上手にな
るコツや助け合いの地域を作るためにどうしたら良いかを皆さ
んと考えます。

★講座はどうすれば参加できるの？
　何名か集まる場や機会がありましたら支え愛・ほっとステー
ションまでご連絡ください。ほっとステーションのコーディネーター
がお伺いし、講座を行わせていただきます。
　地域の方が住み慣れた地域で安心して生活を続けるため
に、地域の支え合いは欠かせません。多くの皆様と「助けられ
上手」について考えたいと願っています。

＊教育支援資金・奨学研究資金貸付のご案内 4
＊ふれあい祭のご案内／「おたがいさま運動」 5
＊サポしながわ　合同就職説明会
　／介護福祉専門学校　入学選考 6
＊ご寄付一覧 7
＊地域でキラリ☆ 8

　品川成年後見センターでは、認知症などにより成
年後見制度を利用して生活されている方の支援を
同センター職員と支援員で行っています。支援員は
その方々の住まいに訪問して、日々の生活の状況を
見守ったり、丁寧に希望を聞き取ったりしてくださる
とても重要な存在です。
　支援員の細やかな配慮やあたたかい見守りは認
知症などの方にも、そして品川後見センターにも欠か
せないものです。
　今回は、日々心掛けていること、うれしかったこと、
大変だったことなどをお聞きしました。
支援員になったきっかけは？
娘に「ずーっと専業主婦で家にいていいの、外

ではもっと楽しいことがあるよ」と言われたことがきっ
かけで、品川区社会福祉協議会のさわやかサービ
スの協力会員になりました。それが架け橋となり、後
見センターが開設された時から支援員で活動してい
ます。
利用者を訪問する時に心掛けていくことは？
月に1回程度自宅や施設に訪問しています。会

話の調子や内容、体の様子など前回の訪問と変わ
りないか気を付けてみています。高齢の方の小さい
変化を見落としてしまうことも多いので、生活に不便
がないか、健やかにお過ごしか確かめるように心掛
けています。
　また、生活の場や接してくれる施設の職員さんな
どの対応の方法なども、利用者さんに適しているか
な、あんしんして生活できているかな、とみるようにし
ています。
うれしかったこと
訪問の回数を重ねるごとに、私を待っていてく

れるようになり信頼関係が深まっていったと感じたと
きや、利用者さんが心を開き、幼少の頃に経験したこ
とを話してくれるようになったときです。
　たとえば、戦争中に西大井のニコンが爆撃にあ
い、けが人が沢山いるところを逃げ歩いたことなど、
利用者さんにとってはとても苦く心に残っていること
だと思います。
　また、七夕の時に短冊に「また松本支援員さんが
来てくれるように、会いたい」と書いてくれていた時
はうれしかったです。
大変だなと思ったこと
利用者さんと信頼関係を築くまでが大変です。

　たとえば、他の支援員が訪問していて、それを引き
継いで訪問をするようになった時に、利用者さんも
前の支援員との信頼関係があり、多少警戒心もあっ
たのかもしれません。根気よく、差しさわりのない話
題を繰り返し話すことで、少しずつ心を開いてくれま
した。
　また、他の利用者さんでは、会うたびに私の洋服
の事を話題にしてくれるので、洋服に興味があるのか
と思い、その話題をきっかけにして関係を深めました。
やりがいを感じたことは？
利用者さんの人生の最終局面に寄り添い支え

ることがやりがいでしょうか。
たとえば、年を重ねるごとに心身ともに変化が見られ
ますが、その変化に合わせて接し方や話し方を工夫
します。時には最期のお別れに立ち会うこともあり、
この仕事を通して色々な人たちと関われることは、自
分の人生に深みが増したと感じています。

♥松本さん、本日はありがとうございました。
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あんしん居住サポート事業
～民間賃貸住宅への住み替えでお困りの方へ～

題字：濱野　健　品川区長
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「出会いが人生に深みをもたらしました。」

地域でキラリ★
シリーズ

INTERVIEW
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TOPICS 【今号のトピックス】

特集

Q
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「助けられ上手講座」
のご紹介！

【 お問い合わせ先 】　支え愛・ほっとステーション
品川第一　03-6433-9133
品川第二　03-6433-0441
大崎第一　03-6421-7810
大崎第二　03-6303-9139
大井第一　03-6404-6878
大井第二　03-5728-9093
大井第三　03-6429-9637

荏原第一　03-6421-5557
荏原第二　03-6426-4110
荏原第三　03-6421-6542
荏原第四　03-6426-2464
荏原第五　03-6426-2625
八潮　　　03-5755-9828

認知症などの方を支える支援員
松本秀瑞さんへのインタビュー（品川成年後見センター）

＊支え愛・ほっとステーションは区内13地区（各地域センター内）に開
設し、２名のコーディネーターが身近な福祉の相談窓口として駐在し
ています。

ひで  み


