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★さわやかサービスを始めたきっかけは？
　仕事をやめてしばらく何もしていない時期があり、なんとなく
自分に自信がなくなっていた時、友人に誘われてさわやかサー
ビスの活動を始めました。

★活動してみて良かったことは？
　自分より年齢を重ねた方の
ところにうかがうことが多いの
で、お話をうかがって教えられ
ることも多く、勉強になります。
続けられるかぎりこの活動を
続けたいと思っています。
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題字：濱野　健　品川区長

TOPICS 【今号のトピックス】

さわやかサービス協力会員大募集！

【 お問い合わせ先 】
さわやかサービス
☎ 03-5718-7173
開所時間 9：00～ 17：00（月～土）※日祝を除く

　さわやかサービスでは、協力会員を募集しています。協力会員とは、高
齢、障害、病気、出産などで日常生活に手助けを必要としている方の家事や
外出をお手伝いする有償ボランティアです。
　今回は、利用会員伊藤園子さんのお宅で活動中の協力会員　久保田晶
子さんにお話をうかがいました。

★利用会員さんより一言
　久保田さんとはもう6年以上のお付き合いになります。気心
が知れているので安心してお任せできます。私は96歳ですが、
おかげさまで健康に過ごしています。

★これから始める方に一言
　やるかやらないかは自分次第。ぜひ挑戦してみてください。
利用会員さんのところに「行かなきゃ」という思いがあるから、生
活に張りがあり、自分自身も元気でいられます。人との出会い
から学ぶこともたくさんありますよ。
伊藤さん、久保田さん、ありがとうございました。これからもよろ
しくお願いいたします！

空いた時間をボランティア活動に！とお考えの方は、
ぜひお問い合わせください。（活動謝礼：1時間800円）

利用会員伊藤園子さん　協力会員久保田晶子さん
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ほっと♥サロンを新たにオープンします！

ほっと♥サロンは、品川区在住で、ご自身で会場に来られる方なら
誰もが楽しく参加できる地域の憩いの場です

　品川ボランティアセンターでは、新たにオープンする東品川ゆうゆうプラザ内
で活動できるサロンを募集しています！

ほっと♥サロン運営などに関するお問い合わせは、
品川ボランティアセンター　☎03‒5718‒7172（月～土　9:00～17:00）までお願いいたします。

東品川ゆうゆうプラザ（品川区東品川 3‒32‒10）

　東品川シルバーセンターが東品川ゆうゆうプラザとしてリニューアルされ、
９月のオープンに伴い、新たにほっと♥サロンを開設することとなりました。

身近な地域で、世代を超えてサロンに集い、
企画の内容や運営までみんなで考えて参加する楽しい仲間づくりの活動です。

外出機会の少ないご高齢の方、障害のある方、
子育て中の方などの身近な「地域交流の場」をつくりませんか。

多世代での茶話会、体操（ヨガ、太極拳、トリム）、
フラワーアレンジメント、外国語、折り紙　など
このほかにも数多くのサロンが活動しています！

サロンの活動内容の一例

〈交通機関〉
●京浜急行線
　青物横町駅徒歩13分
●都バス
　大井町駅東口（天王洲アイル循環）
　東品川シルバーセンター前下車
●りんかい線
　品川シーサイド駅徒歩5分



■指定校・学校推薦入試
　10月10日（土）～全11回
■自己推薦入試
　10月18日（日）～全4回
■一般入試　　　　　　
　11月1日（日）～全9回　
　　

～入学選考～
願書受付は、
10月1日（木）～
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【 お問い合わせ・資料請求先 】
品川区独自の制度で授業料140万円が借り受け可能！
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

品川介護福祉専門学校からのお知らせ
経済的な負担を軽減し安心して学べる！

本校の学生のみが利用できる品川区修学資
金貸付制度＆福祉人材ファンド

出願時からもサポート！入学検定料半額キャンペーンとは！？

実質、25 万円で介護福祉士を目指せる！

2年間の学費、180万円のうち、授業料相当の
140万円を借り受けできる「品川区修学資金貸
付制度」があります。また、残りの40万円のうち、
実習費の一部15万円についてもプラスで借り
受けできる「福祉人材ファンド制度」があります。

※貸付には要件があります。くわしくはお問い合わせください。

■  9月19日（土）10：00～12：00
■10月24日（土）14：00～16：00
内容
●本校の特色　●学生生活　
●入試情報
●品川区修学資金貸付制度等、
   学費のご案内
●校内ツアー　●個別相談　など

～今後のオープンキャンパス～

1.

2.

2年間の授業料全額と実習費の一部をサポート！

品川区独自の
修学資金貸付制度で
授業料を
全額サポート！

1

本校独自の
福祉人材ファンドで
実習諸費の一部もサポート！2

140万円
2年間の授業料

15万円

15万円

実質負担額は

　2年間で25万円入学金

実習費

［初年度］

［2年目］

10万円
実習費

［初年度］

総費用合計

180万円

（令和 2年 9月現在）
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【 お問い合わせ先 】
エールしながわ　品川区大井1-14-1大井1丁目共同ビル4F　☎03‐5718‐1273（9：00～17：00）

品川区委託事業

～若者等社会参加支援事業～

社会体験に来てみませんか？
　寄付物品の仕分け・パソコン入力・運搬・グリーンカーテン栽培などあなたの得意なこと、
やってみたいことを一緒に探していきましょう。

藤里町体験プログラムに参加してみませんか？
　秋田県藤里町は、世界自然遺産白神山地の麓で雄大なブナの森に抱かれた人口 3,180 人の小さな町です。
全国的にひきこもり支援の実績のある藤里町に行ってみませんか。

しながわ版

羽田空港（8：15集合）　（8：50）⇒大館能代空港（10：00）⇒　　(10:20)⇒ くまげら
館着（11:00）⇒昼食（こみっと）⇒体験プログラムの打ち合わせ・施設見学⇒夕食・宿泊

こみっと集合⇒農業体験
昼食（農村環境改善センター）⇒収穫物の下処理⇒夕食・宿泊

そば打ち体験　⇒昼食（そば実食）⇒希望により町内観光・お土産店巡り⇒
大館能代空港　（18：00）⇒羽田（19：15）⇒現地解散

交通手段例：A．飛行機　⇒⇒⇒約1時間（羽田空港→大館能代空港）
　　　　　　B．新幹線⇒⇒⇒⇒約5時間（東京駅→秋田駅→二ツ井駅）
　　　　　　C．高速バス⇒⇒⇒約12時間（池袋駅→二ツ井道の駅）　　など。行き方は選べます。

1日目

行程表（一例） 食事 宿泊所

2日目

3日目

夕食 くまげら館

くまげら館朝食
夕食

朝食
昼食

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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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）

高等学校生

大学、短期大学または専修学校

100,000円（年額）

150,000円（年額）

※募集は若干名

令和3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－
　令和2年１１月2日（月）～１１月30日（月）  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－
　令和3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　
☎ 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
☎ 03-5718-7171（土日・祝を除く9:00～17:00）

　奨学研究資金は、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
交付しています。

貸付

給付
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あなたの♥愛♥が必要です。

社協会員募集中
　　会員制度は、今日でも社協の支え愛の原点です！！

★品川区社会福祉協議会の活動は、
会費や寄付などによって、地域の多く
の方々に支えられています。
「支え愛のほっと・コミュニティ」を
スローガンに、地域福祉の一翼を
になっています。
★皆さまの“愛”が、「紙おむつ」や「杖」
になり、「ひきこもり支援」や「生活困窮者
支援」などへつながっています。

★会員加入は、地域の民生委員、
または、社協事務局までお問い合わ
せをお願いします。
　一般会員（年間）：１，０００円より
　団体会員（年間）：５，０００円より

【 お問い合わせ先 】
品川区社会福祉協議会　事務局　
☎03‐5718‐7171

【 プリーツマスク 】のお問い合わせ
ふれあい作業所西大井
品川区西大井4-9-9　
☎03‐3775‐4585

【 立体マスク 】のお問い合わせ
ふれあい作業所西品川
品川区西品川1-28-3　
☎03‐3787‐5750

ふれあい作業所西大井・西品川

ふれあい　手づくりマスク

プリーツマスク

●プリーツマスク（手縫い・ミシン縫い） 各 ¥700 サイズ：フリーサイズ、キッズ

●立体マスク（手縫い） 各 ¥500 サイズ：L、M、キッズ

立体マスク

※表記はすべて税込み価格です。
※素材：綿 100％

■お好みの生地で縫製承ります
　お持ち頂いた生地で、裁断から縫製までお受け
　いたします。
　作業費　250 円 / 個～　※応相談
　※縫製のご用命は、各作業所で受付いたします。

■販売場所
　●Yショップふれあい売店（品川区役所内）
　●福祉ショップテルベ（イトーヨーカドー大井町店 6F）
　●品川区社会福祉協議会 
　●南大井図書館　●五反田図書館

品川区社会福祉協議会

　ふれあい作業所西大井、西品川では、利用者がひと針ひと針、ていねいに、手づくりのマスクを作っています。
　はじめは針に糸を通すのも難しかったひとも、練習を重ねて日々上達し、まごころこめて、縫製作業に取り組んでいます。

ぜひ、手づくりの風合いをお楽しみください。



氏　名 住　所金　額 氏　名 住　所物品名

ご寄付ありがとうございました 自：令和2年4月 1 日
至：令和2年6月30日

上記の期間で、複数回のご寄附を頂戴した方は、合算にて表記しております。
一般寄付者芳名（敬称略） 物品等寄付者芳名（敬称略）

氏　名 住　所物品名

物品等寄付者芳名（敬称略）

合計　20　件

合計　34　件　￥2,879,500

[ 10万円以上太字 ]

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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 ¥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
 ¥3,000 浅井　千鶴子 東大井 ５丁目
 ¥50,000 荒牧　英男 西品川３丁目
 ¥100,000 粟野　和枝 東大井４丁目 
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ　 荏原２丁目
 ¥10,500 オフィスありあーるど合同会社　 大井１丁目
 ¥30,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川 ３丁目
 ¥99,000 株式会社エイツー　代表取締役　加地宏行 戸越１丁目
 ¥10,000 カミドイ　ユウカ 　　　ー
 ¥100,000 カワサキ　ノリヒト 　　　ー
 ¥50,000 キクチ　ケンジ 　　　ー
 ¥300,000 木下　徹 練馬区練馬 
 ¥10,000 キムラ　ユタカ 　　　ー
 ¥50,000 匿名 小山６丁目
 ¥30,000 小原　直 大崎 ２丁目
 ¥1,000,000 品川区（ガバメントクラウドファンディング）　 　　　ー
 ¥3,000 島崎　妙子 八潮 ５丁目
 ¥200,000 水曜会　渡邉三雄 荏原 ４丁目
 ¥100,000 匿名 南大井 ５丁目
 ¥10,000 タグチ　レイコ 　　　ー
 ¥5,000 田尻　成樹 東大井 ５丁目
 ¥110,000 千鶴紅会　 東品川 ３丁目
 ¥20,000 匿名 　　　ー
 ¥10,000 中村　昌子 世田谷区野沢
 ¥15,000 匿名 西大井 ２丁目
 ー 萩原　路也 　　　ー
 ¥30,000 松浦　啓雄 二葉３丁目
 ¥10,000 村田　慶太 戸越１丁目
 ¥12,000 匿名 南大井 ６丁目
 ¥20,000 匿名 南大井 ６丁目
 ¥12,000 匿名 南大井 ６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 
 ¥200,000 渡邉　淳 大井 １丁目
 ¥50,000 渡部　なを子 東中延 １丁目

マスク　２５００枚 池田　彰孝 戸越 ５丁目
マスク オフィスありあーるど合同会社　 大井１丁目
お菓子一式 株式会社　ウィライツ　 港区東麻布

　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。

【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

「社協だより」表紙写真 募集中！

食品（乾めん等）4箱 株式会社日本アクセス　 西品川１丁目

ヤクルト　210本
 株式会社オープンハウス　

 代表取締役社長 荒井正昭 
千代田区丸の内

お菓子50箱 カルビー株式会社　社会貢献委員会　 千代田区丸の内 
電動自転車 毛塚　禮子 豊町４丁目

食品180ケース（米・
菓子・レトルト牛丼・
カレー等） 

国際ロータリー第2750地区　 港区芝公園

お菓子・マスク・
クリアファイル・巾着 

サミー株式会社　 西品川１丁目

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 
お米63個（ひがしまつ
し米） 

セガサミーホールディングス株式会社　 西品川１丁目

スナック菓子66ケース、
プラスチック袋300ケース、
お茶312本

 ダウ・ケミカル日本株式会社　 東品川 2丁目

乾めん ダウ・東レ株式会社　 東品川２丁目

手指消毒液
 日通商事（株）東京支店　

 リース第一部 部長　伊藤正行 
港区海岸 

羊羹11セット 額賀　古太郎 東品川 １丁目
文具等一式 ネットワンシステムズ株式会社　 東品川 ２丁目

菓子４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

菓子セット150箱 三菱ケミカルフーズ株式会社　 千代田区丸の内
野菜・菓子 本村　洋一    博子 小山３丁目
牛乳２４本 渡辺　重光 西品川 ２丁目

氏　名 住　所金額

ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

合計　1　件　￥1,853
 ¥1,853 居酒屋　たなか 南大井 ３丁目
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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀
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福祉ショップ

のご紹介

お客様が商品を手にとりやすいようなレイアウトになっています。
手づくりの温かみをお手に取って感じていただけます。

福祉ショップテルベとは？
　フランス語の「緑の大地」物を創り出す大地として皆さまに愛されるお
店になれるようにという願いをこめて福祉ショップテルベは、イトーヨーカ
ドー大井町店6階で運営しています。
　現在、品川・目黒・大田・世田谷・港・渋谷・新宿の7区にある福祉
作業所など計25施設が参加しています。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こめてつくった生活雑貨やオリジナル
工芸品を中心に約400種類に及ぶさまざまな製品を販売しています。

福祉ショップ
イトーヨーカドー大井町店６F　１０:00～２１:00営業
品川区大井１－３－６（東急大井町線大井町駅より徒歩１分）
☎03‐5742‐2141

Facebookはじめました
こちらのQRコードを読み込み
アクセスしてください。
※Facebookで福祉ショップ　テルベ
　と検索しても閲覧ができます。

７月よりレジ袋が有料化になり、マイバッグを持参するこ
とが増えたと思います。レインコートの生地を使用してい
るものや、小さく畳めて持ち運びやすいもの、小袋つき
のものなど種類豊富にご準備しています！

テルベの商品は、社会福
祉協議会２階の事務所で
もお買い求めいただけま
す！
ぜひお立ち寄りください。

おすすめ商品 テルベ商品販売コーナー
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