
社会福祉法人　品川区社会福祉協議会

Shinagawa City
Council of
Social Welfare
2019年 7月 No.217

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
回覧

特集

　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。
（例年７月、９月、１１月、２月に発行）
　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。
　※なお、個人のお顔が判別できる写真の場合、必ず写っ
ている方の了承を得た上でご応募ください。

　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2000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。ぜひ、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
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TOPICS 【今号のトピックス】

「社協だより」表紙写真 募集中！

品川区社会福祉協議会
会長　池田 彰孝

　品川区社会福祉協議会の事業運営には区民の皆さまの

ご協力に心から感謝申し上げます。

　さて、このたび2011年に策定した事業計画を改定いたし

ました。今回の第三次計画では「支え愛・ほっとステーショ

ン」事業を最重点事業と位置付けました。この事業は品川

区の委託事業ですが、身近な13の「地域センター」に私共

の専門職員を配置し福祉を中心とした相談に乗るとともに、

必要な支援を地域のボランティア（支援員）がお手伝いする

ことやフリースペース（居場所）の運営支援などを柱にしてい

ます。高齢化とともにひとり暮らしの方が増える中で地域の

中で共に支え合う地域社会を再構築させる意義のある事業

と考えています。

　このほか新規に取り組む事業として「ひきこもり等の若者

支援」や「ターミナルサポート」などこれからの時代に求められ

る事業を先取りして取り組むことにしております。概要はこの

社協だよりに折り込みましたのでご覧ください。

　いずれにしましても、これら事業の推進には区民のみなさ

のご協力が欠かせません。引き続きのご支援をお願い申し

上げます。

第三次支え愛のほっと・コミュニティ
事業計画を策定しました

※「第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」は、電子データもご用意して
　おります。 ご希望の方は、庶務係までご連絡ください。

令和元年度事業計画・予算



Shinagawa City
Council of
Social Welfare

平成31年3月に策定しました第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計
画」に沿って、今年度も品川区と連携し新たなニーズへ対応するため積極的
に事業を進めていきます。

身近なふくしの相談窓口
◆見守り（定期電話・訪問）

◆「日常のちょっとした困りごと」への支援

◆フリースペース　気軽に集える「場」の運営支援

今日の大きな社会課題である「ひきこもり」・・・
　当事者の思いや置かれた状況は様々であり、支援のあ
り方も確立したものがあるわけではありません。
　今年度、品川区から当事業を受託し、相談や居場所づ
くり等に取り組んでいきます。
　また、品川社協のネットワークを生かしながら相談事業を
中心に、体験プログラム、就労訓練プログラムなどを企画
実施していきます。
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令和元年度 事業計画・予算　　～支え愛のほっと・コミュニティ～
【特集】

　高齢化が進みひとり暮らし高齢者が増える中「支え愛・
ほっとステーション」を最前線事業に位置づけ、地域福祉
を推進していきます。

今年度の重点事業

年間事業予算　14億 2250万 7千円

事業活動収支予算

基本方針

支え愛・ほっとステーション事業充実

ひきこもり等の若者の社会参加支援事業新規

予算：142,299,000 円

予算：　9,533,000 円

今年度

収　入 支　出

前年度

1,496,211,000 円

1,437,212,000 円

1,422,507,000 円

1,424,652,000 円

※施設設備等による収支、その他の活動による
　収支は含まれません。

目黒

五反田
天王洲

大崎
新馬場

青物横丁

鮫洲

立会川
大井競馬場前

武蔵小山

旗の台

中延

西大井

下神明

大井町

戸越

荏原中延

大森海岸

●大崎第一

大崎第二● 品川第一●

品川第二●

●荏原第一

●荏原第三
●荏原第二

荏原第五●

●荏原第四
大井第一●

●大井第二

●大井第三

●八潮

　本部

品川区の13すべての地域センター内に「支え愛・ほっとステーション」があります。
どこに相談したら良いか分からない、そんな時ぜひお問い合わせください。

『私にもできる！まち歩きボランティア～視覚障害者の
 外出支援について』アイマスク体験の様子

藤里町での体験プログラム
「わらびの根っこ収穫」
「農業レストラン体験」



令和元年度 事業計画・予算　　～支え愛のほっと・コミュニティ～
その他の主な事業
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多様な
担い手による
支え合い

安心して
暮らせるよう、
社協ならではの

支援

地域ぐるみで
社会参加を
進める

ボランティア活動を応援
＊ボランティア情報の集約と発信
＊ボランティア活動相談・団体助成等

さわやかサービス
＊家事援助・外出支援等有償在宅福祉サービス

ファミリー・サポート事業
＊会員相互で援助活動により子育て中の家庭を支援

あんしん居住サポート
＊自立生活が可能な高齢者等の住まいの確保と
　見守り等生活支援を一体的に提供

紙おむつ支給
＊対象は要介護3以上、在宅で介護されている方を支援

敬老杖の支給
＊75歳以上で杖を必要とする方を対象

ほっとサロン
＊多世代が集い活動する場(現在18か所68サロン)
　・新規立ち上げの支援
　・居場所が必要な方への情報提供

福祉ショップテルベ
（イトーヨーカドー大井町店6階）
＊障害者が製作した商品を販売
　ぜひ、ご来店ください。

サポしながわ
＊主に55歳以上の中高年齢者の就労支援

子ども食堂ネットワーク
＊子どもへの食を通した支援ネットワーク

奨学研究資金の交付
＊ひとり親家庭のお子さんの高校・大学等の進学を応援

71,195,000 円

各事業の予算額

57,116,000 円

13,541,000 円

9,769,000 円

5,690,000 円

27,542,000 円

7,616,000 円

3,671,000 円

80,000,000 円

885,000 円

4,695,000 円



毎週木曜日：
　１３：３０～１5：3０
地域支援員：4名
参　加　者：8名
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★「フリースペース」とは？
だれでも時間内に自由に出入りでき、仲間づくりや

悩み相談をしたり、他にも歌ったり体を動かしたりと

自由に過ごせる場所です。現在品川区内には7か

所の「フリースペース」があり、お寺やシルバーセン

ター、ゆうゆうプラザなどの場所をお借りして運営し

ています。「フリースペース」にふらっと立ち寄れば、

支え愛・ほっとステーションの地域支援員※が笑顔

でお出迎えします。

※支え愛・ほっとステーションに登録しているボランティア

高齢者の集える「場」を探しています！！
　支え愛・ほっとステーションでは、気になる高齢者、
閉じこもりがちな高齢者の方などがおしゃべりできる場
を作っています。そこを「フリースペース」といい、地域
のボランティアさんに運営をお願いし、その支援をして
います。
　ゆくゆくは多世代交流もできればいいな、と考えて
います。でも、その場を作る会場が見つからず奮闘中
です。
　そこで、「集える場」をお貸しいただけないかという
お願いです。週1回の午前か午後、または月1回程度
「無償（要相談）」でお借りできることを望んでいます。

●「一軒家に住んでいるけれど、子どもが家を
　出てから１階の部屋は使っていない…」
●「地域のために何かできることがしたい。」
●「もう使ってない店舗を、何かに活かせない
　かなあ…」

●「フリースペース」の例

　「フリースペース」に関心のある方は、ぜひお近くの
支え愛・ほっとステーションに連絡してください！
　運営および運営のお手伝いをしたいという方の連
絡も大歓迎です！開設や運営においては支え愛・
ほっとステーションがサポートします。
　お問い合わせは、お近くの支え愛・ほっとステー
ションまでお願いします。

皆さまからのご連絡をお待ちしています。



支え愛のほっと・
コミュニティ
事業計画

第三次

品川区地域福祉活動計画
（2019年度～2023年度）

支え愛の
ほっと・
コミュニティ

しながわ

　第三次地域福祉活動計画では「支え愛・ほっとステーション」を品川社協の最前線の事業（地
域福祉の推進エンジン）と位置づけました。
　支え愛・ほっとステーションは、支え合い活動することが「楽しい」と思えるような活動や地域
づくりをめざし、地域住民が自ら動きだせるよう支援します。これからは高齢者が高齢者を支え
るだけでなく、障害のある方も、そして若い人も、可能な部分を担って活動できるしくみを地域
でつくることをめざしていきます。

１）どこに相談していいか分からない相談を受け付け
　 て、解決できるようにサポートします。
２）生活上のちょっとした困りごとに、地域のボランティ
　 ア（地域支援員）が30分200円で対応します（ほっ
　 とサービス）。
３）安否確認や話し相手を目的に、「定期訪問（月に1～
　 2回ボランティアが訪問します）」「定期電話（月に1
　 ～2回職員が電話します）」を行います。

４）緊急通報システム設置相談、通報後の状況確認と支
　 援などを行います。
５）地域の高齢者が集える場所（フリースペース）の運
　 営支援を行います。
６）地域の中で必要なサービス活動を一緒に考え、地域
　 の皆さんがお互いに「支え合う」地域社会づくりをお
　 手伝いします。

◆支え愛・ほっとステーションの主な業務◆

◆ 品川における地域福祉の担い手と支え愛・ほっとステーション

品川区、品川社協が提供する専門性、公共性の高いサービス

高齢者福祉

社会福祉
法人

PTA

商店街
個人ボランティア
ボランティア団体
NPO法人

企業ボランティア

町会・
自治会

民生委員・
児童委員

主任児童委員

高齢者
クラブ

障害者福祉 子育て支援 保健・医療 生活福祉 地域活動 防　災 住　宅 まちづくり

区　民

品川区社会福祉協議会
・ボランティアセンター
・さわやかサービス
・品川成年後見センターネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
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的
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ー
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ス
に
よ
る
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援

地
域
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の
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け
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助

社協内部との連携強化

地域支援員

サブステーションの
創設

（コーディネート・調整）

相談・訪問・見守り

支え愛・
ほっとステーション
コーディネート・
連絡・調整

品川社協 地域センター

シルバー
人材センター

市民後見人
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基本理念 基本施策

＜地域の支え合い活動＞

　地域ぐるみの
　支え合いで
　安心の暮らし

支え愛・ほっとステーション
　＜計画の推進エンジン＞

○サブステーション

○スペシャリスト・スタッフ

○地区ごとの担当制の導入

支え合い活動の
支援で

新しい地域社会
の創造

基本施策

多様な
担い手による
支え合い

1

2

3

基本施策

安心して
暮らせるよう、
社協ならではの

支援

基本施策

地域ぐるみで
社会参加を
進める

相談対応、地域支援のコー
ディネート、サブステーショ
ンとスペシャリスト・スタッ
フ等のサポート

地域スタッフによる生活支援
のコーディネート

それぞれの特技を生かし、普
遍的なサービスメニューに対
応できる地域のスタッフ

社協職員が、13地区のほっ
とステーション担当となり、
それぞれの地区で相談対応を
補完的に行う

地域包括支援センター
在宅介護支援センター

計画推進のための基盤整備

支え愛のほっと・コミュニティ事業計画
第三次

計画の全体像（施策の体系）



主要施策

個別の相談から支え合い活動につなげる
（個別支援）

地域での支え合い活動を支援する
（地域支援）

1-1 ボランティアの輪を拡げる

1-2 協働型サービス支援の充実

1-3 福祉人材の育成

2-1 成年後見制度の推進

2-2 生活を支える福祉事業の充実

3-1 みんなが集い、活動する場づくり

3-2 高齢者・障害者等の社会参加の促進

2-3 子どもの健やかな成長を支援
　　（若者の安心生活を支援）

主要事業

（１）相談業務の拡大
（２）地域支援員の確保
（３）ほっとサービスの拡充
（４）コーディネート力の強化

（１）支え合いの地域社会を考える場の拡充
（２）啓発・学習活動
（３）住民の見守り活動を支援
（４）フリースペースの増設と運営支援
（５）住民主体のコーディネート体制づくり
（６）地域の困難な課題への取り組み

（１）ボランティア情報の収集と発信
（２）啓発活動と講座の充実
（３）コーディネート事業の充実
（４）ボランティア団体、企業等の活動の支援
（５）災害ボランティア受け入れ体制の整備

（１）協働型サービスの充実
（２）協働型サービスの担い手の育成

（１）専門知識と技術を兼ね備えた介護福祉士の養成
（２）介護サービス従事者の実践力の向上と連携強化
（３）地域福祉の担い手となる社会福祉士の養成

（１）啓発・相談の充実
（２）成年後見制度の利用促進
（３）市民後見人の育成と支援の拡充

（１）福祉事業の充実
（２）あんしん居住サポート
（３）高齢期・終末期の安心の確保

（１）奨学研究資金の交付
（２）子どもへの食を通した支援ネットワークづくりの推進
（３）ひきこもり等の若者の社会参加支援事業

（１）ほっとサロンの充実
（２）多世代交流事業の推進

（１）地域密着型職業紹介
（２）多様な形態での働き方支援

（１）ふれあい作業所の運営
（２）にじのひろばの運営
（３）福祉ショップ「テルベ」の運営

（１）組織・体制の強化
（２）財政基盤の確立（ファンドレイジング）



品川社協で行う事業は多岐にわたり、施策の体系にもあるように数多くありますが、新たに取り
組む事業、重点的に行う事業は次の10事業です。

■支え愛・ほっとステーションの主な新規事業

ほっとサービスを担う地域支援員※の交流会の場を生かして支援
員の学びの機会を充実させ、活動の継続と意欲の向上に努めま
す。ほっとサービスの拡充として、比較的専門性が高いサービスに
対応するスタッフの養成を検討します。

地区支え愛活動会議のもと地域懇談会などの場でニーズの把握
や支援のあり方などを協議しネットワークの充実を図りながら地
域の課題や資源の見える化を図っていきます。

住民主体のコーディネート体制づくりとして、地域支援員※の中か
ら支援活動のコーディネートができる地域スタッフをサブコーディ
ネーターとして養成していきます。

フリースペースの増設（1ステーション1か所以上をめざします）と
運営支援を行います。

ひきこもり、ゴミ屋敷、セルフネグレクトなど福祉の困難な課題に
ついては当事者との関係を丁寧に構築しながら、様々な機関との
連携を強化して、解決に向けて進めていきます。

1． ほっとサービスの拡充

2． 支え合いの地域社会を
　 考える場の拡充

3． 住民主体のコーディネート
　 体制づくり

4． フリースペースの増設と
　 運営支援

5． 地域の困難な課題への
　 取り組み

■基本施策における主な新規事業

高齢者等を対象に生前委任契約に基づくサービスを検討
①見守りサービス、②生活支援サービス、③お別れサポート（残置
物処理、葬儀の執行、遺言執行者としての相続手続き）

①当事者会・家族会の設立支援：家族会（当事者）が講演会など
自主的に活動できるよう必要な支援
②活動事業の検討：居場所づくりの検討と区内法人等と連携して
福祉的就労支援事業などへの取り組み

親族後見人に対して申立てから選任までの相談・支援とともに身
上保護を重視した後見活動の支援を行います。

①運営スタッフの学習会などを通じたネットワーク強化
②安定的な運営支援と新規立ち上げ支援
③物品寄付等のしくみづくりをはじめ、企業等との連携強化
④食材のストックヤードの有効活用と配送のしくみづくり

①会費会員、継続寄付者のレガシーギフト（遺贈）への勧誘
②レガシーギフトのパンフレットと社協のルールづくり
③区民応援型ファンド（公募）として「子ども応援基金」「奨学基金」
「（仮）ひきこもり等応援基金」の設置

1． 高齢期・終末期の安心の
　 確保（ターミナルサポート）

2． ひきこもり等の若者の
　 社会参加支援事業

3． 成年後見制度の親族後見人
　 への支援

4． 子どもへの食を通した支援
　 ネットワークづくりの推進

5． 区民応援型ファンドの設置
   （財政基盤の確立）
　 ～ファンドレイジングによる
　 品川社協ファンづくり～

※地域支援員：地域の中で見守りやちょっとした困りごとのある人に、できる範囲で支援するボランティアです。

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会　　品川区大井1-14-1 　☎03-5718-7171
〔 2019.7 〕 15,000
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　「ファミリー・サポート・センター」は、品川区の委託を受
け、子育てを地域でお互いに助け合う活動をしています。
子育ての手助けがほしい方（依頼会員）と、子育ての手助
けをしたい方（提供会員）が安心して子育てを助け合えるよ
うに、経験豊かなアドバイザーがサポートします。
　品川区では人口増加に伴い、依頼会員の登録が急増し
ています。子育て世代を応援するために、多くの方の協力
が必要です。子どもが好きな方、経験を活かして社会貢献
したい方など、ぜひファミリー・サポートにご協力ください。
　お問合せお待ちしています。
【お問い合わせ先】
大井ファミリー・サポート・センター　☎03-5718-7185
平塚ファミリー・サポート・センター　☎03-5749-1033

平塚ほっと♥サロン　オープンしました！！　
3月1日（金）に、平塚ゆうゆうプラザ内に平塚ほっと♥サロンがオープンしました。

ご近所にお住まいの方・興味のある方はぜひ、足を運んでみてください！！

品川区ファミリー・サポート・センター　　提供会員募集

【活動内容】
残業時の預かりや産前産後時の保育施設への送迎など。
【活動には養成講座の受講が必要です】
［日程］
９ /17 （火）～9/ ２０（金）
11/ ９（土）・11/12 （火）
普通救命講習：11/12（火）午後 （第 3・4回受講者対象）

サロン名 対象者

ゆうぷら平塚
フラワー
アレンジメント

イキイキ体操

平塚
午後の
ひととき

ハッピー
ベビー
マッサージ

折り紙を
楽しむ会

参加費／１回内　容 活動曜日／時間

季節のお花を綺麗に
アレンジしましょう。

月曜日
（月３回～４回）
１４：００～１６：００

1,000円
※材料費８００円
　含む

多世代

健康寿命を伸ばす高
齢者向けの体操をし
ます。

第１・３水曜日
１３：３０～１４：３０ 200円高齢者

タブレット・スマホの
指導や簡単な体操の
実践

第２水曜日
１４：００～１６：００ 500円

毎週木曜日
１０：００～１２：００ 500円

第３木曜日
１４：００～１６：００ 無料

高齢者

ベビーマッサージ教
室と季節の歌や手遊
びをたのしみます。

親と子

折り紙を通して楽しく
脳トレをします。多世代

サロン名 対象者

英語ＤＥ
１２３

けんこう
紙芝居

連鶴を
楽しむ会

ママの為の
心身
ケアサロン

参加費／１回内　容 活動曜日／時間

英単語やおもてなし
英語等をゲーム等を
通して学びます。

多世代

室内でのゲーム(「ボ
ッチャ擬き」)や簡単
な体操で体を動かし
たり、紙芝居パフォー
マンスで楽しみます。

第２金曜日
１０：００～１１：３０ 100円

第２・４金曜日
１３：３０～１５：３０ 100円

多世代

一枚の紙からつくら
れる数羽の連続した
折鶴（連鶴）をとおし
て楽しく脳トレをしま
す。

※予約制
子連れで参加できる
“ママの為”の体操教
室。ストレッチや筋力
トレーニング等を行
います。

第1・3金曜日
１3：3０～１5：3０

500円

第１金曜日
１０：3０～１１：３０
対象：0歳児とお母さん
第３金曜日
１０：3０～１１：３０
対象：1～３歳児とお母さん

500円

多世代

親と子

＊ 多世代：高齢者を含む

平塚ほっと♥サロン
品川区平塚2-10-20 
平塚ゆうゆうプラザ１階コミュニティ室
【サロンに関するお問い合わせ】
品川ボランティアセンター ☎03-5718-7172
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ご存じですか？
品川介護福祉専門学校のうれしい学費サポート
～2つの制度を利用すると自己負担25万円で介護福祉士を目指せます～

「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69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『令和元年
度地域配分』について、区内施設や福祉団体の申請受付
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
上、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。

【 お問い合わせ先 】
品川区役所　地域活動課　☎０３‐５７４２‐６６８７

★街頭広報活動
日時／７月5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26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

①品川区独自の修学資金貸付制度
　品川区では、本校の学生を対象に、最大で授業料
140万円を借り受けできる修学資金貸付制度を設けて
います。卒業後、品川区の指定する施設で3年以上介護
業務に従事すると返済が免除されます。

②本校独自の福祉人材ファンド
　品川区内社会福祉法人との連携による福祉人材ファ
ンドで、最大で実習諸費の一部にあたる15万円を貸付し
ます。①の品川区独自の制度に上乗せした修学資金貸
付制度で学生生活を支援します。
※貸付には、要件、審査があります。くわしくはお問い合わせください。

【 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）

品川介護福祉専門学校ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

品川介護福祉専門学校紹
介
動
画

もっとくわしく知りたい方は…

次回オープンキャンパス

※月1～2回開催。他日程については、本校ホームページ
　もしくはお問い合わせください

オープ
ンキャンパス

に参加しよう！

7月27日（土）
14:00～16：00

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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ご寄付ありがとうございました

 ¥17,229 こども食堂ネットワーク募金箱 大井１丁目　   
 ¥10,000 M 戸越４丁目
 ¥100,000 鈴木 和之 大井６丁目
 ¥40,050 匿名　 坂戸市西坂戸 
 ¥5,247 阿部 直樹 大井１丁目
 ¥10,000 有泉 譲二 南品川６丁目
 ¥10,000 匿名　 北品川２丁目
 ¥300 匿名　 東大井２丁目
 ¥3,000 匿名　 大井４丁目
 ¥100,000 石井 利比古 荏原３丁目
 ¥3,000 伊藤 玲子 中延６丁目
 ¥2,100 浦部 啓子 大井７丁目
 ¥30,000 エバラネズミコゾウ　 荏原２丁目
 ¥3,000 近江 清光 西五反田５丁目
 ¥5,247 大島 千沙 大井１丁目
 ¥700 匿名　 南大井３丁目 
 ¥26,000 岡田 竜一 大井１丁目
 ¥10,000 遠賀 庸達 西大井５丁目
 ¥4,712 奥山 智子 大井１丁目
 ¥3,900 匿名　 中延４丁目
 ¥2,100 鍵谷 佳世子 八潮５丁目 
 ¥30,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川３丁目
 ¥290,000 （株）村内ファニチャーアクセス　 八王子市左入町
 ¥2,400 上村 政江 大井２丁目
 ¥20,000 川田 初代 大崎５丁目
 ¥1,000 川村 治 東大井３丁目
 ¥2,800 北見 明子 南品川４丁目
 ¥100,000 木下 徹 練馬区練馬 
 ¥10,000 熊谷 安希子 大崎５丁目
 ¥1,500,000 公益財団法人 昭和池田記念財団 大崎１丁目
 ¥30,000 コドモタチノタメニ　 八潮５丁目
 ¥700 小山 ハル子 戸越１丁目
 ¥30,000 齊藤 哲榮 戸越１丁目 
 ¥1,200 眞田 君子 大井３丁目
 ¥10,000 社会福祉法人　さるびあ会　 福岡県筑紫野市
 ¥50,000 品川明るい社会づくりの会　 戸越１丁目
 ¥32,117 品川区立荏原図書館　 中延１丁目
 ¥4,198 匿名　 
 ¥18,089 匿名　 
 ¥100,000 品川合同葬祭株式会社　 西中延１丁目
 ¥23,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥1,400 白尾 寿美子 南品川２丁目
 ¥9,099 新春カラオケ発表会実行委員会　 南大井５丁目 
 ¥2,000 匿名　 東品川３丁目
 ¥2,300 匿名　 東大井４丁目
 ¥2,000 鈴木 貞子 大井１丁目
 ¥10,600 須山 多喜子 南大井１丁目
 ¥2,900 髙橋 和子 豊町６丁目 
 ¥100,000 髙林 正敏 南大井４丁目 
 ¥100,000 高久 弘子 西五反田２丁目
 ¥3,100 匿名　 南大井５丁目 
 ¥1,200 田部井 綠 大井３丁目
 ¥5,200 津場 幸子 戸越３丁目 
 ¥50,000 東京五反田ライオンズクラブ　 中央区新川
 ¥10,000 匿名　 二葉４丁目 
 ¥30,000 戸越公園駅前南口商店会　 戸越６丁目
 ¥4,700 匿名　 東大井６丁目
 ¥7,000 西五反田五丁目西三町会　 西五反田５丁目
 ¥100,000 匿名　 
 ¥4,200 橋本 麻子 南大井１丁目

 ¥4,800 匿名　 大井１丁目 
 ¥10,000 長谷山 章 戸越３丁目
 ¥91,120 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
 ¥5,000 菱山 忠宏 南大井６丁目
 ¥3,300 肥田野 紀江 
 ¥2,300 日野 義博 八潮５丁目
 ¥5,000 布施 恵美子 大井１丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥10,000 匿名　 南大井６丁目
 ¥300 匿名　 大井２丁目
 ¥3,200 匿名　 南大井２丁目
 ¥4,600 三上 博志 荏原３丁目
 ¥200,000 三菱ふそうトラック・バス株式会社　 東品川３丁目
 ¥1,000 ミムラ トオル   
 ¥6,100 匿名　 西五反田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 山下 千代子 東大井３丁目
 ¥100,000 ユニオンビルヂング株式会社　 戸越３丁目
 ¥4,712 横田 真佑美 大井１丁目 
 ¥10,000 匿名　 東五反田５丁目
 ¥2,000 匿名　 東五反田５丁目
 ¥30,000 倫理研究所家庭倫理の会　品川区　会長　中澤 貞明 西品川２丁目

自：平成31年1月  1日
至：平成31年3月31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　84　件　￥3,625,220

合計　5　件　￥35,825

合計　17　件

100％ジュース320本 一般社団法人　品川法人会青年部会 南品川２丁目
お菓子 株式会社　ウィライツ　 港区東麻布
お菓子３ケース 株式会社　ウィライツ　 港区東麻布
お菓子４ケース 株式会社　ウィライツ　 港区東麻布
ミニサラミ 日本ハム株式会社　 大崎２丁目
塩飴 東京サラヤ株式会社　 東品川１丁目
菓子１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
菓子１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
菓子１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
角２0窓付き封筒・白色・
無地封筒（500枚） ネットワンシステムズ株式会社　 東品川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 
強力粉＠15キロ×２ 株式会社　トリドールホールディングス　 大崎１丁目
小麦粉 株式会社　トリドールホールディングス　 大崎１丁目

区内商品券 葉ぼたん　 北品川
  （１～４丁目）  
食器（使用済み） SMK株式会社　 戸越６丁目
文房具等１箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚１丁目

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

 ¥1,707 伊藤洋服店　 東五反田４丁目
 ¥6,048 たばこショップわたなべ　 戸越１丁目 
 ¥5,502 ビューティサロン　麗 中延４丁目
 ¥20,283 ほっと募金　社協窓口   
 ¥2,285 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町２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30年度地域貢献ポイント寄付報告
288名の皆さまから合計244,800円のご寄付を頂きました

心より感謝申し上げます

※寄付一覧表は寄付受付日順に表示しています。

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
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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

　今回は「第三次支え愛のほっと・コミュニティ事
業計画」策定にあたり審議いただいた地域協議会
委員長の菱沼幹男先生にインタビューしました。
これからは孤立防止
木下事務局長：これからの地域社会にとって福祉
の視点からの課題は何でしょうか？
菱沼委員長：孤立する人をなくすことです。たとえ
ば、地域では様々な団体が活動していますが、一部
の人を排除するということはありませんか。ここに、差
別や偏見はないでしょうか。孤立防止の重要な視点
がここにあります。孤立防止を行政がやるには限界
がありますので地域の中での助け合いが大切です。
支え愛・ほっとステーションの意義
木下事務局長：その点では今回の計画で推進エ
ンジンと位置づけた「支え愛・ほっとステーション」
事業（概要版表紙ページ参照）は時宜にかなった
事業ですね。
菱沼委員長：そうです。「支え愛・ほっとステーショ
ン」事業は個別支援、地域支援を一体的に進め共
生社会を築いて行こうとするものです。地域で孤立
し助けを必要とする人に地域による支援を届けるこ
とができます。
木下事務局長：そのためには、ほっと・ステーション
に登録する地域支援員の確保が重要です。
菱沼委員長：他地区の取り組みを聞いてもいわゆ
る「一本釣り」が成功しています。こういう支援活動
を一緒にやりませんか、という声かけにはじまり、活
動する中で誰かの役に立っているという満足感が
支援の輪の広がりにつながります。
市民後見人の養成
木下事務局長：そのほか、先生から見て期待される
事業はなんでしょうか。

菱沼委員長：品川社協の成年後見センターは全
国的に見て進んでいます。しかし、社協だけでは担
いきれないでしょうから市民後見人の養成はさらに
進めてください。市民後見人への社協の支援はどう
なっていますか。
木下事務局長：市民後見人の養成では養成講座
を毎年開催しています。講座を終了しただけでは後
見活動は難しいので社協では後見監督人として支
援にはいります。新規事業についてはどうでしょうか。
新規事業：ターミナルサポート、ひきこもり
菱沼委員長：ターミナルサポートは社協ならではの
取り組みです。まだ、他の社協ではあまり具体化して
いないと思います。また、ひきこもり支援は今後の大
きな課題でありますが当事者を支援対象者と位置
付けることは本人にとってつらいことです。寄り添う
という姿勢が大切です。この中で居場所づくりを進
めてください。社会参加を少しずつ進める中で自己
肯定感が持てることが重要です。今後の展開に期
待します。
木下事務局長：最後に品川社協へのメッセージを
お願いします。
菱沼委員長：サービス志向からニーズ志向というこ
とに心がけてください。つまり、相談者への支援を既
存サービスの枠にとらわれて進めるのではなく相談
者のニーズをくみ取り、既存サービスだけではなく新
たな支援策を考えることを含め可能な支援を行うよ
うに努力してください。最後に、介護福祉専門学校
は学生の確保に苦労されているようですが、区内福
祉従事者の研修センターとしての意義も評価すべき
でしょう。

♥本日はありがとうございました。
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「支え愛・ほっとステーションをはじめ、新規事業に期待」

ザ・インタビュー

INTERVIEW

日本社会事業大学准教授　菱沼　幹男 様にインタビュー

計画策定を終えて★


	No.217_p1
	No.217_p2
	No.217_p3
	No.217_p4
	No.217_p5
	No.217_p6
	No.217_p7
	No.217_p8
	No.217_p9
	No.217_p10
	No.217_p11
	No.217_p12

