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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

　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、福祉ショップ「テルベ」の商
品割引券2000円分を贈呈いたしま
す。また、差し支えなければ紙面にて
お名前を公表させていただきます。
　区民の皆さまとともにより良い「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
事務局長　大串 史和

　４月より事務局長に着任いたしました大串です。３月まで

は、品川区福祉部福祉計画課において、皆さまとともに地域

福祉の充実に取り組んでまいりました。この春より、立場は

変わりましたが、この取り組みをより一層、推進していきたい

と考えております。

　さて、現在の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症の蔓

延に伴い、未曽有の混乱が生じています。その影響により多

くの方々が様々な困難を抱えており、福祉の役割が強く求め

られています。この難局を乗り切るため、品川区社会福祉協

議会では、職員一丸となって、お一人おひとりに寄り添いな

がらきめ細かい支援を進めております。

　こうした活動も、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、はじめて行えるものです。皆さまの常

日頃からの多大なご支援に改めて、感謝を申し上げます。

　厳しい状況下ではありますが、これまでに築いてきた地域

福祉のネットワークを活かし、区と連携しながら皆さまとともに、

“支え愛のほっと・コミュニティ”を目指して各事業を進めて

まいりますので、引き続き品川区社会福祉協議会へのご支

援をお願いいたします。

令和2年度事業計画

生活福祉資金の特例貸付
品川区社会福祉協議会では、
「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付」を行っています。
生活福祉資金とは…
　低所得世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる
世帯に対して、世帯の生活の安定と経済的自立を図る
ことを目的に資金を貸し付ける制度です。
※貸付の内容によって貸付対象世帯、条件は異なり
　ます。

　「新型コロナウイルス感染症」の影響を踏まえ、貸
付対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業
等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小
口資金と総合支援資金の特例貸付を実施しています。
　特例貸付の詳細については、東京都社会福祉協議
会のホームページに掲載されていますので、ご確認くだ
さい。

ご相談について…
　品川区にお住まいの方は、品川区社会福祉協議会
で相談、受付を行っております。
　「予約制」とさせていただいておりますので、まずは、
お電話でお問い合わせください。

受付状況…
令和2年5月31日現在　

◇相談件数　2,676件（延べ件数）　
◇申請件数　2,225件（延べ件数）

特例貸付の内容…

●貸付上限額　20万円以内
●据置期間　1年以内
※従来の2か月以内とする取り扱いを拡大
●償還期限　2年以内
※従来の12か月以内とする取り扱いを拡大
●貸付利子・保証人　無利子・不要

●貸付上限額（単身世帯）月15万円以内
　　　　　　（複数世帯）月20万円以内
●貸付期間　原則3か月以内
●据置期間　1年以内
　※従来の6か月以内とする取り扱いを拡大
●償還期限　10年以内
●貸付利子・保証人　無利子・不要
　※従来、保証人ありの場合は無利子、保証人なしの
　　場合は年1.5％とする取り扱いを緩和

緊急小口資金（特例貸付） 総合支援資金（特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付」を行っています。

ただいま受付中

【 お問い合わせ先 】　品川区社会福祉協議会　☎ 03-5718-7171
　　　　　　　　　　受付時間：平日（月曜～金曜）9：00～17：00（12：00～13：00を除く）

特集…2・3p

局長着任のごあいさつ
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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。

今日の大きな社会課題である「ひきこもり」・・・・
　品川区からの受託事業で、令和元年１０月からスタートし
ました。
　当事者の思いや置かれた状況はさまざまであり、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。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、学習会・
懇談会、社会体験プログラムを企画実施しています。
◆相 談

◆学習会・懇談会の案内

◆社会体験　（秋田県藤里町で、しながわ版社会体
　験プログラムの体験）　（社協での社会体験）
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令和2年度 事業計画　　　　～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 8444万 1千円

事業活動収支予算

基本方針

その他の主な事業
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予算：171,626,000 円

予算：　11,610,000 円

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します。
ターミナルサポート
＊突然の疾病などで準備期間が限られている高齢者に対して
　必要な支援を行います。

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します。

敬老杖の支給
＊75歳以上で杖を必要とする方を対象とします。

ほっとサロン
＊多世代が集い活動する場
　・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しています。
　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

36,995,000 円

各事業の予算額

57,219,000 円

11,347,000 円

9,857,000 円

5,856,000 円

27,042,000 円

12,747,000 円

4,716,000 円

91,219,000 円

18,786,000 円

797,000 円

4,851,000 円

今年度

収　入 支　出

前年度

1,449,720,000 円

1,493,211,000 円

1,484,441,000 円

1,422,507,000 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「山菜の下
処理」

社協での体験プログ
ラム「子ども食堂の
物品仕分け」

◆身近な地域の相談窓口

◆定期訪問などによる住民の見守り

◆ほっとサービス「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

支え愛・ほっとステーション事業

ひきこもり等の若者の社会参加支援事業
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品川介護福祉専門学校の

ホームページをリニューアルしました
品川介護福祉専門学校の魅力がつまったホームページをこの機会にぜひご覧ください。
今回は、その中でも特におすすめポイントを３つご紹介します！

　学費、学び、資格取得、就職、卒業後の５つのバック
アップ体制について、くわしくお伝えしています。
　特に学費のサポート内の、本校の学生のみが借り受け
できる「品川区修学資金貸付制度」は、多くの方にご覧
いただきたいページです。

　今年度より、学生募集要項および出願書類（入学願
書）がホームページ上で確認、ダウンロードできるようにな
りました。

　在校生インタビューでは、介護に興味をもったきっかけ
や、学生生活について等、在校生のリアルな声をお届け
しています。
　卒業生インタビューは、品川区内の高齢・障害福祉
サービス事業所にて勤務している先輩方の活躍を紹介し
ています。

その１　５つのバックアップを紹介

その 2　在校生・卒業生インタビュー

その 3　入学願書がダウンロードできる

【 お問い合わせ・資料請求先 】
品川区独自の制度で授業料140万円が免除！
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動
画
（
シ
ョ
ート
ver）

品川介護福祉専門学校動
画
（
ロ
ン
グ
ver）

品川介護福祉専門学校ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

NEW

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
もりがちな高齢の方などがおしゃべり出来る場を作っていま
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出来ればいいな、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」でお
借りできればと考えています（要相談）。

●「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ぁ…」

連絡先：支え愛・ほっとステーション（13地区の地域センター内に窓口があります）

●日時：第 2・4月曜日（祝日除く）
●時間：１４：００～１５：３０
皆さまからのご連絡をお待ちしています。

「フリースペース」の例

★「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、仲間づくりやお悩み
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で登録しているボランティア
　「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ご連絡してください！
　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！開設や運営にあたっては支え愛・ほっとステー
ションがサポートします。

★こんな「場所」をお借りできませんか？

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の

ホームページをリニューアルしました
品川介護福祉専門学校の魅力がつまったホームページをこの機会にぜひご覧ください。
今回は、その中でも特におすすめポイントを３つご紹介します！

　学費、学び、資格取得、就職、卒業後の５つのバック
アップ体制について、くわしくお伝えしています。
　特に学費のサポート内の、本校の学生のみが借り受け
できる「品川区修学資金貸付制度」は、多くの方にご覧
いただきたいページです。

　今年度より、学生募集要項および出願書類（入学願
書）がホームページ上で確認、ダウンロードできるようにな
りました。

　在校生インタビューでは、介護に興味をもったきっかけ
や、学生生活について等、在校生のリアルな声をお届け
しています。
　卒業生インタビューは、品川区内の高齢・障害福祉
サービス事業所にて勤務している先輩方の活躍を紹介し
ています。

その１　５つのバックアップを紹介

その 2　在校生・卒業生インタビュー

その 3　入学願書がダウンロードできる

【 お問い合わせ・資料請求先 】
品川区独自の制度で授業料140万円が免除！
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動
画
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ver）
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画
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ロ
ン
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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
もりがちな高齢の方などがおしゃべり出来る場を作っていま
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出来ればいいな、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」でお
借りできればと考えています（要相談）。

●「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ぁ…」

連絡先：支え愛・ほっとステーション（13地区の地域センター内に窓口があります）

●日時：第 2・4月曜日（祝日除く）
●時間：１４：００～１５：３０
皆さまからのご連絡をお待ちしています。

「フリースペース」の例

★「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、仲間づくりやお悩み
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で登録しているボランティア
　「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ご連絡してください！
　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！開設や運営にあたっては支え愛・ほっとステー
ションがサポートします。

★こんな「場所」をお借りできませんか？

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



氏　名 住　所金　額 氏　名 住　所金　額

氏　名 住　所物品名

氏　名 住　所金　額 氏　名 住　所金　額

　赤い羽根共同募金（毎年10月実施）による『令和
2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。

　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1丁目共同ビル2F
☎ 03-5718-7171（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

 ¥5,470 （株）夢グループ　 文京区音羽 
 ¥5,000 荒井　俊子 東大井5丁目
 ¥6,325 安藤　嘉之 大井1丁目
 ¥11,100 飯田　春世 旗の台 ５丁目
 ¥5,000 匿名 北品川 ２丁目
 ¥100,000 池田　彰孝 戸越 ５丁目
 ¥100,000 石井　利比古 荏原 ３丁目
 ¥30,000 石井　米吉 西五反田 ３丁目
 ¥2,300 市川　和子 西中延 ２丁目
 ¥10,000 伊藤　昌博 調布市染地
 ¥3,400 伊藤　玲子 中延 ６丁目
 ¥6,325 梅村　一 大井1丁目
 ¥23,676 荏原区民センター　図書部 荏原 ５丁目
 ¥15,000 荏原ちえぶくろ　 平塚 １丁目
 ¥200,000 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
 ¥1,700 大石　栄子 大井 １丁目
 ¥3,000 大下　浩平 　　　ー
 ¥3,000 遠賀　庸達 西大井 ５丁目
 ¥10,000 小川　キク江 南大井 ５丁目
 ¥1,300 沖山　雅子 大井 ４丁目
 ¥4,000 小黒　文子 戸越 ５丁目
 ¥2,375 オフィスありあーるど合同会社　 大井１丁目
 ¥20,000 尾和　直之 東大井４丁目  
 ¥2,200 鍵谷　佳世子 八潮 ５丁目
 ¥3,900 片山　享子 西大井 ２丁目
 ¥6,325 可知　秀崇 大井1丁目
 ¥40,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川 ３丁目
 ¥1,000 加藤　章 西大井 ６丁目
 ¥100,000 カトリック目黒教会　 上大崎 ４丁目
 ¥200,000 （株）村内ファニチャーアクセス　 八王子市左入町
 ¥65,000 株式会社　かおり庵　代表　小池　美喜子 港区港南 
 ¥2,300 上村　政江 大井 ２丁目
 ¥1,000 川村　治 東大井 ３丁目
 ¥30,000 キオカ　タダシ 　　　ー
 ¥10,000 木崎　新一郎 南品川 ２丁目
 ¥100,000 クウレイナニ・ポリネシアン・カルチャースクール　 東五反田 ５丁目
 ¥100,000 串崎　教子 西五反田 ７丁目
 ¥10,000 小池　吉博 西大井５丁目
 ¥1,500,000 公益財団法人　昭和池田記念財団 戸越 ５丁目
 ¥10,000 河野　典子 渋谷区広尾
 ¥17,717 こども食堂ネットワーク募金箱　 大井1丁目
 ¥3,000 小林　晴男 東品川３丁目
 ¥4,100 小山　ハル子 戸越 １丁目
 ¥10,000 齊藤　哲榮 戸越 １丁目
 ¥5,000 酒井　邦夫 千葉県野田市
 ¥2,700 匿名 大井 ５丁目
 ¥100 佐藤　綾子 大井 ５丁目
 ¥10,000 匿名 西五反田 ５丁目
 ¥1,100 眞田　君子 大井 ３丁目
 ¥15,574 首都圏建設産業ユニオン城南支部　 西五反田 ２丁目
 ¥3,610 品川区立　南大井図書館　 南大井 ３丁目
 ¥100,000 品川合同葬祭株式会社　 西中延 １丁目
 ¥8,000 島崎　妙子 八潮 ５丁目
 ¥100,000 志村　勇一 大井 １丁目
 ¥1,200 匿名 豊町 ４丁目
 ¥6,700 匿名 小山 ３丁目
 ¥13,713 新春カラオケ発表会実行委員会　 南大井 ５丁目
 ¥30,000 鈴木　安良太 東品川 ３丁目
 ¥4,300 匿名 大井 ６丁目
 ¥2,300 匿名 東大井 ４丁目
 ¥10,400 須山　多喜子 南大井 １丁目
 ¥2,800 髙橋　和子 豊町 ６丁目
 ¥100,000 髙林　正敏 南大井 ４丁目
 ¥10,000 高久　弘子 西五反田 ２丁目
 ¥900 髙松　澄子 西五反田 ３丁目
 ¥3,800 匿名 東大井 ５丁目
 ¥4,100 谷岸　麻美子 豊町 ２丁目
 ¥1,100 田部井　綠 大井３丁目
 ¥5,500 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 
 ¥120,250 東京都自転車商協同組合　品川・荏原支部 南大井 ５丁目
 ¥50,000 戸越４丁目町会リサイクル部　 戸越 ４丁目
 ¥30,000 戸越公園駅前南口商店会　 戸越 ６丁目
 ¥10,000 冨沢　敦子 戸越 ３丁目
 ¥6,325 冨田　有紀子 大井1丁目
 ¥10,000 富吉　洋子 荏原 ６丁目
 ¥500,000 匿名 　　ー
 ¥4,800 匿名 南大井 ３丁目
 ¥6,959 中延児童ｾﾝﾀｰ　 西中延 １丁目
 ¥4,600 匿名 東大井 ６丁目
 ¥10,000 南雲　美千明 二葉 ４丁目
 ¥10,000 二宮　祐子 東大井４丁目  
 ¥50,000 日本聖公会東京教区　三光教会 旗の台６丁目

 ¥5,800 根本　ミユキ 南大井 ５丁目
 ¥500 野口　清彦 東大井 ２丁目
 ¥100,000 野末　絢子 上大崎 １丁目
 ¥1,100 芳賀　正弘 八潮 ５丁目
 ¥12,000 匿名 西大井 ２丁目
 ¥4,200 橋本　麻子 南大井 １丁目
 ¥10,000 長谷山　章 戸越３丁目
 ¥34,249 はたのだいまつりチャリティーバザー　 　　　ー
 ¥98,880 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
 ¥3,000 肥田野　紀江 　　　ー
 ¥1,700 日野　義博 八潮 ５丁目
 ¥4,100 平山　悟 大井 ３丁目
 ¥5,000 深澤　まり子 西大井 ５丁目
 ¥3,000 藤田　和子 豊町 ２丁目
 ¥5,000 布施　恵美子 大井１丁目
 ¥40,000 松浦　啓雄 二葉３丁目
 ¥9,600 松尾　光惠 南大井 ６丁目
 ¥3,100 匿名 南大井 ２丁目
 ¥10,000 三上　博志 荏原 ３丁目
 ¥10,000 宮永　正義 大井 ７丁目
 ¥6,000 匿名 西五反田 ４丁目
 ¥5,000 村上　雪江 長野県佐久市
 ¥5,200 森田　守 西大井 ４丁目
 ¥4,100 柳原　理恵子 二葉 １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
 ¥100,000 ユニオンビルヂング株式会社　 戸越 ３丁目
 ¥2,000 匿名 東五反田 ５丁目 
 ¥2,700 吉村　春美 北品川 ５丁目
 ¥10,951 落ＧＯ！企画　 東品川 ３丁目
 ¥40,000 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：令和元年12月 1日
至：令和 2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）

令和元年度　地域貢献ポイント寄附報告：304人　合計　￥286,900

合計　116　件　￥4,653,524

合計　41　件　￥128,099

合計　20　件

乾パン（６２個） D’ステーション大崎店　 大崎 ３丁目
非常用食品
（缶パン456缶） SMK株式会社　 戸越 ６丁目

食品（2040点） （株）榮太樓總本鋪　 中央区日本橋 
乾麺16箱 匿名 東大井 ２丁目
お菓子一式 株式会社　ウィライツ　 港区東麻布
パン600個 株式会社大井開発　アワーズイン阪急　 大井１丁目
文房具一式
パン120個 株式会社　学研ホールディングス　 西五反田２丁目

お菓子一式 株式会社ドルチェ　 西品川１丁目
蒟蒻ゼリー288袋 株式会社フォレストックマート　 上大崎２丁目
モスコールNV13本
手指殺菌タンクMS 株式会社モスフードサービス　 大崎 ２丁目
4個　食品12箱等
株主優待品・券 シティバンク、エヌ・エイ東京支店　 新宿区新宿
ジャガイモ2箱　
さつまいも2箱 セガサミーホールディングス株式会社　 西品川 1丁目

株主優待品15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
八朔3箱 トニーファーム　代表 谷内俊文 広島県尾道市
シャワーチェア
ポータブルトイレ 富吉　洋子 荏原 ６丁目

文房具2箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚 １丁目
食品 日本ハム株式会社　 大崎 ２丁目
紙マスク1,000枚 日本精工株式会社　 大崎 １丁目
菓子６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
果物（みかん３箱） 本村　洋一    博子 小山３丁目

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

 ¥2,770 ヴァンセン美容室　 北品川 １丁目
 ¥1,264 お惣菜の丸萬　 西品川 ２丁目
 ¥215 カットハウス　マーチ 中延 ４丁目
 ¥1,046 割烹　丸福 西五反田 ４丁目
 ¥3,072 株式会社　石井 小山 ４丁目
 ¥6 ギャラリーカメイ　 豊町 １丁目
 ¥905 五反田文化会館協同組合　 西五反田 １丁目
 ¥1,231 サロン　ド　ヤス 豊町 ６丁目
 ¥42,885 品川区立荏原図書館　 中延 １丁目
 ¥20,891 匿名　 大井 ５丁目
 ¥376 品川屋海苔店　 北品川 ２丁目
 ¥1 篠宮トシイ　ポニー美容室 戸越 １丁目
 ¥923 シルバー人材センター　 北品川 ３丁目
 ¥72 シルバー人材センター　荏原支部 荏原 ２丁目
 ¥2,787 スピードクリーナーミュー　 小山 ２丁目 
 ¥782 ゼイタク煎餅　中延分店 東中延 ２丁目
 ¥3,289 竹見酒店　 小山 ２丁目 
 ¥100 中華料理　錦華楼 豊町 １丁目
 ¥1,985 戸越銀座の洗たく屋　 豊町 １丁目
 ¥3 トモエ美容室　 中延 １丁目
 ¥85 中延商店街振興組合　 東中延 ２丁目

 ¥549 ハッシュパピー　大井町店 大井 １丁目
 ¥1,214 ハタナカ理容所　 西大井 ２丁目
 ¥1,109 ハリマヤ　 戸越 ２丁目
 ¥14,203 ビューティサロン　麗 中延 ４丁目
 ¥3,835 美容室　エルム 小山 ３丁目
 ¥928 ピュアロマン　 小山 ６丁目
 ¥292 フクイ　 北品川 ２丁目
 ¥1,455 ベーカリーホシノ　 平塚 １丁目
 ¥4,525 丸田商店　 西中延 ２丁目
 ¥1,190 丸屋履物店　 北品川 ２丁目
 ¥65 武蔵小山商店街振興組合　 小山 ３丁目
 ¥1,374 麺’ｓ共和国　 大井 １丁目
 ¥2,466 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町 ２丁目
 ¥8,451 （有）二幸精肉店 戸越 ４丁目
 ¥384 洋品まるみ　 北品川 ２丁目
 ¥292 吉仲ブレッド　 小山 ２丁目 
 ¥271 リラックスヘアルーツ　 小山 ３丁目
 ¥150 ロダン　 平塚 ２丁目
 ¥158 若素園　 北品川 ２丁目
 ¥500 ほっと募金　社協窓口 大井1丁目

　「ファミリー・サポート・センター」は、品川区の委託
を受け、子育てを地域でたが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。
　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。活動内容は、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。
　お問い合わ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

品川区ファミリー・サポート・センター　　提供会員募集

【令和2年度養成講座日程】

講座の内容（子どもとの関わり方、保育園実習など）
費用無料
第1回：９/２（水）・9/３（木）

第2回：11/１６（月）～11/１９（木）

普通救命講習：11/２０（金）午前
　　　　　　　（第1回、2回受講者対象）

「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 （提出期限：10月31日）

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



氏　名 住　所金　額 氏　名 住　所金　額

氏　名 住　所物品名

氏　名 住　所金　額 氏　名 住　所金　額

　赤い羽根共同募金（毎年10月実施）による『令和
2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。

　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1丁目共同ビル2F
☎ 03-5718-7171（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

 ¥5,470 （株）夢グループ　 文京区音羽 
 ¥5,000 荒井　俊子 東大井5丁目
 ¥6,325 安藤　嘉之 大井1丁目
 ¥11,100 飯田　春世 旗の台 ５丁目
 ¥5,000 匿名 北品川 ２丁目
 ¥100,000 池田　彰孝 戸越 ５丁目
 ¥100,000 石井　利比古 荏原 ３丁目
 ¥30,000 石井　米吉 西五反田 ３丁目
 ¥2,300 市川　和子 西中延 ２丁目
 ¥10,000 伊藤　昌博 調布市染地
 ¥3,400 伊藤　玲子 中延 ６丁目
 ¥6,325 梅村　一 大井1丁目
 ¥23,676 荏原区民センター　図書部 荏原 ５丁目
 ¥15,000 荏原ちえぶくろ　 平塚 １丁目
 ¥200,000 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
 ¥1,700 大石　栄子 大井 １丁目
 ¥3,000 大下　浩平 　　　ー
 ¥3,000 遠賀　庸達 西大井 ５丁目
 ¥10,000 小川　キク江 南大井 ５丁目
 ¥1,300 沖山　雅子 大井 ４丁目
 ¥4,000 小黒　文子 戸越 ５丁目
 ¥2,375 オフィスありあーるど合同会社　 大井１丁目
 ¥20,000 尾和　直之 東大井４丁目  
 ¥2,200 鍵谷　佳世子 八潮 ５丁目
 ¥3,900 片山　享子 西大井 ２丁目
 ¥6,325 可知　秀崇 大井1丁目
 ¥40,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川 ３丁目
 ¥1,000 加藤　章 西大井 ６丁目
 ¥100,000 カトリック目黒教会　 上大崎 ４丁目
 ¥200,000 （株）村内ファニチャーアクセス　 八王子市左入町
 ¥65,000 株式会社　かおり庵　代表　小池　美喜子 港区港南 
 ¥2,300 上村　政江 大井 ２丁目
 ¥1,000 川村　治 東大井 ３丁目
 ¥30,000 キオカ　タダシ 　　　ー
 ¥10,000 木崎　新一郎 南品川 ２丁目
 ¥100,000 クウレイナニ・ポリネシアン・カルチャースクール　 東五反田 ５丁目
 ¥100,000 串崎　教子 西五反田 ７丁目
 ¥10,000 小池　吉博 西大井５丁目
 ¥1,500,000 公益財団法人　昭和池田記念財団 戸越 ５丁目
 ¥10,000 河野　典子 渋谷区広尾
 ¥17,717 こども食堂ネットワーク募金箱　 大井1丁目
 ¥3,000 小林　晴男 東品川３丁目
 ¥4,100 小山　ハル子 戸越 １丁目
 ¥10,000 齊藤　哲榮 戸越 １丁目
 ¥5,000 酒井　邦夫 千葉県野田市
 ¥2,700 匿名 大井 ５丁目
 ¥100 佐藤　綾子 大井 ５丁目
 ¥10,000 匿名 西五反田 ５丁目
 ¥1,100 眞田　君子 大井 ３丁目
 ¥15,574 首都圏建設産業ユニオン城南支部　 西五反田 ２丁目
 ¥3,610 品川区立　南大井図書館　 南大井 ３丁目
 ¥100,000 品川合同葬祭株式会社　 西中延 １丁目
 ¥8,000 島崎　妙子 八潮 ５丁目
 ¥100,000 志村　勇一 大井 １丁目
 ¥1,200 匿名 豊町 ４丁目
 ¥6,700 匿名 小山 ３丁目
 ¥13,713 新春カラオケ発表会実行委員会　 南大井 ５丁目
 ¥30,000 鈴木　安良太 東品川 ３丁目
 ¥4,300 匿名 大井 ６丁目
 ¥2,300 匿名 東大井 ４丁目
 ¥10,400 須山　多喜子 南大井 １丁目
 ¥2,800 髙橋　和子 豊町 ６丁目
 ¥100,000 髙林　正敏 南大井 ４丁目
 ¥10,000 高久　弘子 西五反田 ２丁目
 ¥900 髙松　澄子 西五反田 ３丁目
 ¥3,800 匿名 東大井 ５丁目
 ¥4,100 谷岸　麻美子 豊町 ２丁目
 ¥1,100 田部井　綠 大井３丁目
 ¥5,500 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 
 ¥120,250 東京都自転車商協同組合　品川・荏原支部 南大井 ５丁目
 ¥50,000 戸越４丁目町会リサイクル部　 戸越 ４丁目
 ¥30,000 戸越公園駅前南口商店会　 戸越 ６丁目
 ¥10,000 冨沢　敦子 戸越 ３丁目
 ¥6,325 冨田　有紀子 大井1丁目
 ¥10,000 富吉　洋子 荏原 ６丁目
 ¥500,000 匿名 　　ー
 ¥4,800 匿名 南大井 ３丁目
 ¥6,959 中延児童ｾﾝﾀｰ　 西中延 １丁目
 ¥4,600 匿名 東大井 ６丁目
 ¥10,000 南雲　美千明 二葉 ４丁目
 ¥10,000 二宮　祐子 東大井４丁目  
 ¥50,000 日本聖公会東京教区　三光教会 旗の台６丁目

 ¥5,800 根本　ミユキ 南大井 ５丁目
 ¥500 野口　清彦 東大井 ２丁目
 ¥100,000 野末　絢子 上大崎 １丁目
 ¥1,100 芳賀　正弘 八潮 ５丁目
 ¥12,000 匿名 西大井 ２丁目
 ¥4,200 橋本　麻子 南大井 １丁目
 ¥10,000 長谷山　章 戸越３丁目
 ¥34,249 はたのだいまつりチャリティーバザー　 　　　ー
 ¥98,880 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
 ¥3,000 肥田野　紀江 　　　ー
 ¥1,700 日野　義博 八潮 ５丁目
 ¥4,100 平山　悟 大井 ３丁目
 ¥5,000 深澤　まり子 西大井 ５丁目
 ¥3,000 藤田　和子 豊町 ２丁目
 ¥5,000 布施　恵美子 大井１丁目
 ¥40,000 松浦　啓雄 二葉３丁目
 ¥9,600 松尾　光惠 南大井 ６丁目
 ¥3,100 匿名 南大井 ２丁目
 ¥10,000 三上　博志 荏原 ３丁目
 ¥10,000 宮永　正義 大井 ７丁目
 ¥6,000 匿名 西五反田 ４丁目
 ¥5,000 村上　雪江 長野県佐久市
 ¥5,200 森田　守 西大井 ４丁目
 ¥4,100 柳原　理恵子 二葉 １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
 ¥100,000 ユニオンビルヂング株式会社　 戸越 ３丁目
 ¥2,000 匿名 東五反田 ５丁目 
 ¥2,700 吉村　春美 北品川 ５丁目
 ¥10,951 落ＧＯ！企画　 東品川 ３丁目
 ¥40,000 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：令和元年12月 1日
至：令和 2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）

令和元年度　地域貢献ポイント寄附報告：304人　合計　￥286,900

合計　116　件　￥4,653,524

合計　41　件　￥128,099

合計　20　件

乾パン（６２個） D’ステーション大崎店　 大崎 ３丁目
非常用食品
（缶パン456缶） SMK株式会社　 戸越 ６丁目

食品（2040点） （株）榮太樓總本鋪　 中央区日本橋 
乾麺16箱 匿名 東大井 ２丁目
お菓子一式 株式会社　ウィライツ　 港区東麻布
パン600個 株式会社大井開発　アワーズイン阪急　 大井１丁目
文房具一式
パン120個 株式会社　学研ホールディングス　 西五反田２丁目

お菓子一式 株式会社ドルチェ　 西品川１丁目
蒟蒻ゼリー288袋 株式会社フォレストックマート　 上大崎２丁目
モスコールNV13本
手指殺菌タンクMS 株式会社モスフードサービス　 大崎 ２丁目
4個　食品12箱等
株主優待品・券 シティバンク、エヌ・エイ東京支店　 新宿区新宿
ジャガイモ2箱　
さつまいも2箱 セガサミーホールディングス株式会社　 西品川 1丁目

株主優待品15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
八朔3箱 トニーファーム　代表 谷内俊文 広島県尾道市
シャワーチェア
ポータブルトイレ 富吉　洋子 荏原 ６丁目

文房具2箱 ニッポン印刷株式会社　東京支店 平塚 １丁目
食品 日本ハム株式会社　 大崎 ２丁目
紙マスク1,000枚 日本精工株式会社　 大崎 １丁目
菓子６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
果物（みかん３箱） 本村　洋一    博子 小山３丁目

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

 ¥2,770 ヴァンセン美容室　 北品川 １丁目
 ¥1,264 お惣菜の丸萬　 西品川 ２丁目
 ¥215 カットハウス　マーチ 中延 ４丁目
 ¥1,046 割烹　丸福 西五反田 ４丁目
 ¥3,072 株式会社　石井 小山 ４丁目
 ¥6 ギャラリーカメイ　 豊町 １丁目
 ¥905 五反田文化会館協同組合　 西五反田 １丁目
 ¥1,231 サロン　ド　ヤス 豊町 ６丁目
 ¥42,885 品川区立荏原図書館　 中延 １丁目
 ¥20,891 匿名　 大井 ５丁目
 ¥376 品川屋海苔店　 北品川 ２丁目
 ¥1 篠宮トシイ　ポニー美容室 戸越 １丁目
 ¥923 シルバー人材センター　 北品川 ３丁目
 ¥72 シルバー人材センター　荏原支部 荏原 ２丁目
 ¥2,787 スピードクリーナーミュー　 小山 ２丁目 
 ¥782 ゼイタク煎餅　中延分店 東中延 ２丁目
 ¥3,289 竹見酒店　 小山 ２丁目 
 ¥100 中華料理　錦華楼 豊町 １丁目
 ¥1,985 戸越銀座の洗たく屋　 豊町 １丁目
 ¥3 トモエ美容室　 中延 １丁目
 ¥85 中延商店街振興組合　 東中延 ２丁目

 ¥549 ハッシュパピー　大井町店 大井 １丁目
 ¥1,214 ハタナカ理容所　 西大井 ２丁目
 ¥1,109 ハリマヤ　 戸越 ２丁目
 ¥14,203 ビューティサロン　麗 中延 ４丁目
 ¥3,835 美容室　エルム 小山 ３丁目
 ¥928 ピュアロマン　 小山 ６丁目
 ¥292 フクイ　 北品川 ２丁目
 ¥1,455 ベーカリーホシノ　 平塚 １丁目
 ¥4,525 丸田商店　 西中延 ２丁目
 ¥1,190 丸屋履物店　 北品川 ２丁目
 ¥65 武蔵小山商店街振興組合　 小山 ３丁目
 ¥1,374 麺’ｓ共和国　 大井 １丁目
 ¥2,466 ヤマザキYショップ　ふれあい売店 広町 ２丁目
 ¥8,451 （有）二幸精肉店 戸越 ４丁目
 ¥384 洋品まるみ　 北品川 ２丁目
 ¥292 吉仲ブレッド　 小山 ２丁目 
 ¥271 リラックスヘアルーツ　 小山 ３丁目
 ¥150 ロダン　 平塚 ２丁目
 ¥158 若素園　 北品川 ２丁目
 ¥500 ほっと募金　社協窓口 大井1丁目

　「ファミリー・サポート・センター」は、品川区の委託
を受け、子育てを地域でたが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。
　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。活動内容は、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。
　お問い合わ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

品川区ファミリー・サポート・センター　　提供会員募集

【令和2年度養成講座日程】

講座の内容（子どもとの関わり方、保育園実習など）
費用無料
第1回：９/２（水）・9/３（木）

第2回：11/１６（月）～11/１９（木）

普通救命講習：11/２０（金）午前
　　　　　　　（第1回、2回受講者対象）

「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 （提出期限：10月31日）

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

　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、福祉ショップ「テルベ」の商
品割引券2000円分を贈呈いたしま
す。また、差し支えなければ紙面にて
お名前を公表させていただきます。
　区民の皆さまとともにより良い「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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「社協だより」表紙写真 募集中！

品川区社会福祉協議会
事務局長　大串 史和

　４月より事務局長に着任いたしました大串です。３月まで

は、品川区福祉部福祉計画課において、皆さまとともに地域

福祉の充実に取り組んでまいりました。この春より、立場は

変わりましたが、この取り組みをより一層、推進していきたい

と考えております。

　さて、現在の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症の蔓

延に伴い、未曽有の混乱が生じています。その影響により多

くの方々が様々な困難を抱えており、福祉の役割が強く求め

られています。この難局を乗り切るため、品川区社会福祉協

議会では、職員一丸となって、お一人おひとりに寄り添いな

がらきめ細かい支援を進めております。

　こうした活動も、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、はじめて行えるものです。皆さまの常

日頃からの多大なご支援に改めて、感謝を申し上げます。

　厳しい状況下ではありますが、これまでに築いてきた地域

福祉のネットワークを活かし、区と連携しながら皆さまとともに、

“支え愛のほっと・コミュニティ”を目指して各事業を進めて

まいりますので、引き続き品川区社会福祉協議会へのご支

援をお願いいたします。

令和2年度事業計画

生活福祉資金の特例貸付
品川区社会福祉協議会では、
「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付」を行っています。
生活福祉資金とは…
　低所得世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる
世帯に対して、世帯の生活の安定と経済的自立を図る
ことを目的に資金を貸し付ける制度です。
※貸付の内容によって貸付対象世帯、条件は異なり
　ます。

　「新型コロナウイルス感染症」の影響を踏まえ、貸
付対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業
等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小
口資金と総合支援資金の特例貸付を実施しています。
　特例貸付の詳細については、東京都社会福祉協議
会のホームページに掲載されていますので、ご確認くだ
さい。

ご相談について…
　品川区にお住まいの方は、品川区社会福祉協議会
で相談、受付を行っております。
　「予約制」とさせていただいておりますので、まずは、
お電話でお問い合わせください。

受付状況…
令和2年5月31日現在　

◇相談件数　2,676件（延べ件数）　
◇申請件数　2,225件（延べ件数）

特例貸付の内容…

●貸付上限額　20万円以内
●据置期間　1年以内
※従来の2か月以内とする取り扱いを拡大
●償還期限　2年以内
※従来の12か月以内とする取り扱いを拡大
●貸付利子・保証人　無利子・不要

●貸付上限額（単身世帯）月15万円以内
　　　　　　（複数世帯）月20万円以内
●貸付期間　原則3か月以内
●据置期間　1年以内
　※従来の6か月以内とする取り扱いを拡大
●償還期限　10年以内
●貸付利子・保証人　無利子・不要
　※従来、保証人ありの場合は無利子、保証人なしの
　　場合は年1.5％とする取り扱いを緩和

緊急小口資金（特例貸付） 総合支援資金（特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付」を行っています。

ただいま受付中

【 お問い合わせ先 】　品川区社会福祉協議会　☎ 03-5718-7171
　　　　　　　　　　受付時間：平日（月曜～金曜）9：00～17：00（12：00～13：00を除く）

特集…2・3p

局長着任のごあいさつ


