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　品川介護福祉専門学校では、現在1年生に1名、2
年生に1名の計2名の留学生が学んでいます。
　今回は、フィリピン出身の２年生、ボノストロ　マリ
エル　アリオナさんにお話をうかがいました。

Q1. 日本に留学しようと思ったきっかけは何ですか？
A 1. 初来日は、2016年に英語を指導していた生徒の招

待で、旅行に訪れたときです。その際、日本の「安心・安
全」なところ、そして「日本人のやさしさ」にひかれ、留学
を決意しました。現在、その生徒の家で生活しています。

Q2. なぜ、介護の勉強をしようと思ったのですか？
A 2. 専門学校に入学する前に通っていた日本語学校の

友人の知り合いが偶然、介護のアルバイトを紹介してく
れました。アルバイトを通じて「今後も長く介護の仕事を
したい」と思い、入学を決意しました。

Q3. 学校での学びはいかがですか？ 
A 3. 介護福祉士になるためには、難しい専門用語がある

ので大変ですが、授業でわからないところはメモして

＊品川成年後見センターの2つの新事業 2・3
＊令和2年度地域福祉功労者表彰一覧 4・5
＊「歳末たすけあい運動」が始まります！ 5
＊みんなのおでかけサービス！ 6
＊ご寄付一覧 7
＊ボランティア講座／災害ボランティア入門講座 8

2020 November No.223　1

題字：濱野　健　品川区長

TOPICS 【今号のトピックス】

学校での学びを母国フィリピンで広げたい！
～品川介護福祉専門学校　２年生　ボノストロ　マリエル　アリオナさんにインタビューしました～

【 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）

おき、授業終了
後、先生に質問
しています。先
生との距離が近
いので、質問し
やすいです。

Q4. 将来はどのように考えていますか？
A 4. まずは、区内の施設で介護福祉士としてのキャ
リアをつみたいです。そして将来的には、フィリピンで日
本で学んだ介護を教える仕事に就きたいです。

品川成年後見センターの2つの新事業
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」、ターミナルサポート事業

特集／ 2・3p

ボノストロ  マリエル  アリオナさん
●プロフィール
フィリピンの大学を卒業後、オンライン
英会話スクールにて教師の仕事を経た
後、2017年日本へ留学。1年半日本
語学校に通った後、2019年4月に本
校へ入学。現在、品川区内の特別養
護老人ホームでアルバイト中。

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動
画
（
シ
ョ
ート
ver）

品川介護福祉専門学校ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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品川成年後見センターの  ２つの新事業
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」

【特集】

　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。

民間賃貸住宅への住み替えでお悩みの方！

【 お問い合わせ先 】 
まずは品川区にご相談ください
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　
（土・日・祝を除く8：30～17：00）

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. 03-5718-0015　
（土・日・祝を除く9：00～17：00）

立ち退きを言われたけど、
高齢を理由に

引っ越しできない……

一人になって
住み慣れた家が
広すぎる……

●６５歳以上の高齢者
　のみの世帯の方
●品川区内に引き続
　き２年以上住民票
　がある方
●区内の民間賃貸住
　宅への転居を希望
　している方　等
※詳しくはお問い合わせ
　ください。

利用できる方

保証人を受けて
くれる人がいない……

基本サービス

■相談からサービス開始までの流れ

●生活支援サービス
　金融機関等への同行等

●お別れサポート
　火葬等支援／納骨・埋葬支援

オプションサービス

● 品川区　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
　 説明　 申込　 契約締結　 サービス開始

さらに、
より安心なオプションも
つけられます。

２階に住んでいる
けれど、階段が
きつくなった……

① 品川区高齢者救急代理通報システム
② 定期連絡／③ 生活相談／④ 緊急
対応／⑤ 家財撤去・残置物処分
※必要な方には転居時の諸手続き支援
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品川成年後見センターの  ２つの新事業
「ターミナルサポート事業」
　65歳以上の一人暮らしの方で、余命宣告をされるなど、終活・身辺整理の時間が限られている場
合に、安心して終末期を迎えられるよう支援する仕組みです。

■相談からサービス開始までの流れ

事前相談・ご説明　→　申込　→　審査・決定　→　契約締結　→　支援開始

【 お問い合わせ先 】 
品川区社会福祉協議会 ターミナルサポート担当
Tel. 03-6429-7337　Fax. 03-5718-0015　（土・日・祝を除く9：00～17：00）

生前事務委任契約（ターミナル期） 死後事務委任契約

●入退院手続き、調整支援、必要物品の準備

●主治医の病状説明の同席

●大切な書類等の保管

●亡くなった直後から火葬まで

●納骨、埋葬

●賃貸アパートの家財処分、明け渡し手続き

■利用できる方

品川区内在住

65歳以上
（原則）

頼れる親族が
身近にいない

契約内容
について
理解できる

生活保護を
受けていない

（ 契約時に契約手続支援料、利用料、預託金が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。 ）



表彰状贈呈者：18名
(敬称略　五十音順 )

感謝状贈呈者：90名
(敬称略　五十音順 )

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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《 令和2年度 地域福祉功労者表彰 》
11月11日（水）品川区第三庁舎講堂において、地域福祉功労者表彰式を開催し、

表彰状18名、感謝状90名、合計108名の方々に贈呈します。

令和2年度 地域福祉功労者 表彰一覧

多額寄付者　1名

公益財団法人　昭和池田記念財団
理事長　池田　彰孝

町会長永年勤続者　1名

戸田　光則

民生委員永年勤続者　1名

唐澤　ヒロ子

会員増強功労者　3名

青木　史朋

五十嵐　久美子

串田　順子

さわやかサービスの

協力会員　7名

岡野　敏子

下田　亮子

正垣　暁美

鈴木　直美

中川　美智子

野嵜　正子

山本　和子

品川成年後見センターの支援員　

3名

有森　代紀子　

髙原　三平

平本　信弘

ファミリー・サポート・センター　

の提供会員　2名

稲葉　直子

藤本　やす子

多額寄付者　39名

アーバンホーム株式会社
代表取締役　川東　明夫

粟野　和枝

石井　敬一郎

石井　利比古

石下　桂子

医療法人社団徳誠会

理事長　大澤　正夫

上野　陽子

上山　由美子

エバラネズミコゾウ　

岡田　茂

カトリック目黒教会　

株式会社

村内ファニチャーアクセス　

鏑木　悠嗣

鴨﨑　泉

カワサキ　ノリヒト

木下　徹

木本　剛

クウレイナニ・ポリネシアン・
カルチャースクール 
クウレイナニ　橋本

串﨑　教子

久保田　紀代美

品川合同葬祭株式会社　

志村　勇一

水曜会　渡邉三雄

菅野　鴻三

芹澤　邦明

髙橋　英二郎

髙林　正敏

千鶴紅会　

東京都自転車商協同組合

品川・荏原支部

東京防犯健全協力会　

中川原　史恵

野末　絢子

野本　祐子

古川　厚

三井金属リサイクル株式会社

明治安田生命保険相互会社

品川支社

ユニオンビルヂング株式会社　

渡邉　淳

掲載辞退者　1名

継続寄付者　8名

荒牧　英男

保科　うた子

東洋製罐グループホールディン
グス株式会社　

戸越４丁目町会リサイクル部

パチンコエンジェル
代表取締役社長　金村　成芳

牧野　玲子

山崎　郷子・多津江・惠実子

倫理研究所 家庭倫理の会　
品川区　会長　中澤　貞明

ボランティア　23名

NPO法人 協働まちづくり

大石　武

大日方　泉

梶野　さよみ

金井　竹松

河野　榮子

小林　花恵

櫻井　睦美

佐波　幸子

品川　恭子

品川朗読サークル「あやの会」

島田　榮子

外遊び応援

宙　代表　大嶋　功

髙井　せつ子

田村　久美子

東京文化交流親善コミュニティー

中村　妙子

西山　好雄

法橋　久子

宝寿会   ボランティア代表   
清水　マスミ

𠮷岡　フミ子

和田　邦子
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さわやかサービスの

協力会員　5名

東　藍

小林　弘子

佐野　友子

富田　洋子

安田　朗子

品川成年後見センターの支援員

7名

伊藤　孝一

宇都宮　千並

大葉　美知子　

高橋　幸夫　　　

中村　由紀子　

長谷川　千代　

浜田　正継

ファミリー・サポート・センター

提供会員　1名

北島　綾

支え愛・ほっとステーションの

地域支援員　3名

猪股　実

関根　一枝

村井　高芳

地域福祉貢献者　4名

大久保　肇

地曵　美知子

西品川二丁目会　

見守隊  隊長　松本克己

森　満輝

令和 2年度　歳末たすけあい・地域福祉活動募金

【 期間　令和 2年 12月 1日～ 31日 】
～つながり　ささえあう　みんなの地域づくり～

【 今年度の募金活動について 】

　日頃から皆さまには格別のご支援
をいただき、感謝を申し上げます。 
　今年も町会・自治会をはじめ、
多くの団体のご協力をいただき、
「歳末たすけあい地域福祉活動募金」が始まります。 
　昭和27年に全都で展開され、今年で68年目となる地域
福祉を推進する取り組みです。    
　この募金は、支援を必要とする方への見舞金や福祉団
体への助成金として地域に還元されます。   
　温かい地域の“支え愛”に、皆さまのご支援をお願いいたし
ます。

　現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、皆さま
の健康と安全を最優先とするため、今年度は戸別訪問に
よる募金活動のお願いは難しいと考えております。 
　各町会・自治会、各種団体におかれましては、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止にご留意いただき、各町会・
自治会、各種団体の実情に即した可能な範囲での運動の
ご協力をお願いできればと思いますので、何卒ご理解のほ
どよろしく お願い申し上げます。
　また例年実施しております街頭募金につきましても、今
年度は中止とさせていただきます。
　なお、ご寄付や募金は下記事務局にて随時受け付けて
おります。お気軽にお問い合わせください。

【実施団体】品川区社会福祉協議会
【活動主体】品川区町会自治会連合会、品川区町会・自治会
【協賛団体】品川区、品川区民生委員協議会
　　　　　　品川区商店街連合会、品川区産業協会
【主唱団体】東京都社会福祉協議会、東京都共同募金会

「歳末たすけあい運動」が始まります！

【事 務 局】品川区社会福祉協議会　庶務係
 電  話：03‒5718‒7171
 F A X：03‒5718‒7170
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おでかけサービスは、福祉車両で車いす利用者の通院、買い物などの外出を
お手伝いするサービスです。今回は、利用会員の満山盛雄さんと姉の森恵子
さん、運転協力会員の鶴岡義彰さんにお話をうかがいました！！

みんなのおでかけサービス！

【 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

●おでかけサービスを利用してどうですか？
満山さん 「私は車いすを利用しているのですが、以
前はタクシーの事前予約ができず、乗車拒否されるこ
ともあって苦労していました。」
森さん 「おでかけサービスを利用してからスムーズに
車の予約が取れるので助かっています。私は弟の通
院の付き添いで乗車していますが、ボランティアの皆
さんとも仲良くなって、移動中の会話も弾みます。」

●運転協力会員になったきっかけは？
鶴岡さん 「さわやかサービスでボランティア活動をし
ていた妻の勧めではじめました。活動を始めたこと
で、地域の福祉のことを知るきっかけにもなりまし
た。」

●協力会員として活動してみてどうですか？
鶴岡さん 「たくさんの素敵な方 と々関わることができ
て、自分自身の健康にも役立っています。」

●おでかけサービスおすすめポイントは？
満山さん・森さん 「皆さんいい方ばかり。運転もソフ
トで、でこぼこ道でも振動が少ないです。」
「人に頼ることに抵抗がある方もいるかもしれません
が、頼れるところは頼っていいと思います。」

鶴岡さん 「利用する方に気を使わせないように気配
りを心がけています。感染予防対策も、しっかり行っ
ています。」

●最後に一言
満山さん・森さん 「いつも助かっています。おでかけ
サービスのことがみんなに知れ渡って、自分の予約が
取りづらくなることが心配です。」（笑）
鶴岡さん 「お手伝いができるうちはずっと続けていき
たい。協力会員になろうとしている方には、気持ちが
あればできると思うので、まず一歩踏み出してみてほ
しいですね。」
満山さん、森さん、鶴岡さん、ありがとうございました！
　おでかけサービスのご利用、運転協力会員募集に
ついてのお問い合わせは、さわやかサービスまで、ご
連絡お待ちしています。

運転協力会員 　鶴岡義彰さん

利用会員　満山盛雄さん 森恵子さん（姉）



氏　名 住　所金　額 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7月 1 日
至：令和2年9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）

合計　22　件

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　￥3,000

合計　64　件　￥1,956,630

[ 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

（令和 2年 11月現在）
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 ¥3,000 浅井　千鶴子 東大井 ５丁目
 ¥100 朝倉　由美子 東品川 ４丁目
 ¥1,900 安藤　幸子 戸越 １丁目
 ¥3,400 五十嵐　佐江子 中延 ４丁目
 ¥100,000 石井　敬一郎 北品川 １丁目
 ¥100,000 石下　桂子 小山 １丁目
 ¥100,000 上山　由美子 横浜市栄区公田町
 ¥1,500 梅津　チヱ子 東品川 ３丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ　 　　　―
 ¥3,000 近江　清光 西五反田 ５丁目
 ¥5,000 岡田　茂 西五反田 ３丁目
 ¥2,100 遠賀　庸達 西大井 ５丁目
 ¥30,000 家庭倫理の会品川区　会員 南品川 ３丁目
 ¥100,000 匿名 足立区保木間
 ¥10,000 （株）村上建築検査企画　 大井１丁目
 ¥3,500 川村　タカ子 東品川 ３丁目
 ¥88,000 キャノンＩＴソリューションズ株式会社　 東品川 ２丁目
 ¥5,800 協和町会　女性部 西五反田 ８丁目
 ¥6,681 北品川オレンジカフェ　 北品川 ２丁目
 ¥10,000 クサカ　タカユキ 　　　―   
 ¥9,100 小瀧　静子 八潮 ５丁目
 ¥2,541 こども食堂ネットワーク募金箱 　　　―　   
 ¥2,000 小林　芳枝 南品川 ５丁目
 ¥4,500 小松　髙子 北品川 １丁目
 ¥50,000 齋藤　俊也 二葉４丁目
 ¥10,000 齊藤　直子 上大崎 ２丁目
 ¥2,000 正垣　暁美 八潮 ５丁目
 ¥51,150 品川区更生保護女性会　 豊町 １丁目
 ¥100,000 品川合同葬祭株式会社　 西中延 １丁目
 ¥6,000 島崎　妙子 八潮 ５丁目
 ¥5,000 嶋田　由子 小山 ６丁目
 ¥2,000 下山　有子 東大井 ４丁目
 ¥11,633 杉本　伸久 大井１丁目
 ¥100,000 髙橋　英二郎 東五反田 ５丁目
 ¥10,000 高橋　信行 東大井１丁目
 ¥2,000 立石　光子 西大井 ４丁目
 ¥10,000 富田　仲男 旗の台 ６丁目
 ¥40,100 西品川　三ツ木会　 南品川 ２丁目
 ¥6,000 匿名 西大井 ２丁目
 ―　　 萩原　路也 　　　―
 ¥10,000 長谷山　章 戸越３丁目
 ¥27,120 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 福原　やよい 西大井 ４丁目
 ¥100,000 古川　厚 荏原 ５丁目

 ¥5,000 本間　静子 南大井 ６丁目
 ¥20,000 松浦　啓雄 二葉３丁目
 ¥595 匿名 西品川３丁目
 ¥30,000 松村　鈴子 東五反田１丁目
 ¥30,000 三上　博志 荏原 ３丁目
 ¥700 三嶋　三郎 東品川 １丁目
 ¥50,000 宮代　紘一 北品川 ４丁目
 ¥431,500 明治安田生命保険相互会社　品川支社 西五反田２丁目
 ¥5,700 森田　守 西大井 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
 ¥2,610 山崎　洋子 北品川 ５丁目
 ¥10,000 山根　弓子 大井 ２丁目
 ¥30,000 山本　幸司 東大井５丁目
 ¥5,000 吉田　和子 南品川 ３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
 ¥10,000 渡邉　久代 西品川 ２丁目
 ¥1,400 匿名 上大崎 ３丁目
 ¥30,000 渡邉　めぐみ 大井１丁目

非常用食品（アル
ファ化米990個） 

SMK株式会社 戸越 ６丁目

文房具　２箱 大川　順弘 東大井３丁目
お菓子一式 株式会社 ウィライツ　 港区東麻布
食品　988点 株式会社 トリドールホールディングス　粟田　貴也 大崎１丁目
食品（乾めん）2箱 株式会社日本アクセス　 西品川１丁目
菓子一式（キャン
デー・ラムネ） 

株式会社ナガトヤ　 江東区辰巳

食品（２ケース） 株式会社日本港湾コンサルタント　 西五反田８丁目
モスコールNV13本　
手指殺菌タンクMS4個 

株式会社モスフードサービス　 大崎 ２丁目

マスク63枚 株式会社ロキグループ　 南大井６丁目
お菓子一箱 ガイア五反田スロット館　 西五反田２丁目
ポロシャツ6枚・
バック2個 

国際ロータリー第2750地区　 港区芝公園

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
雑貨167点 品川区青少年対策荏原第二地区委員会　 荏原６丁目
食品等・消耗品等6箱 シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社　 西五反田７丁目
お米300㎏・
お菓子1000個 

創価学会　 新宿区信濃町

クッキー3箱・
飲料1箱他 

ダウ・ケミカル日本株式会社　 東品川 ２丁目

うどん42食 東京海上日動火災保険株式会社 港区港南
株主優待品25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
お野菜３箱他各種 日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 南品川４丁目
コピー用紙（B5）
500枚 

野澤　康子 東中延 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
冷凍和ぎょうざ
60個入×４袋 

目黒ぎょうざ宝舞　戸越銀座店 戸越 ２丁目 

 ¥3,000 メリー美容室　 大井 １丁目
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ボランティア講座 ～今こそできるボランティアを考えよう！～
ボランティアセンターでは、学生の皆さんと一緒に

「今こそできるボランティア活動」を考えるボランティア講座を開催します。
新しい生活様式でできるボランティア活動を考えてみませんか。

毎年のように各地で大きな自然災害が発生しています。
発災時に慌てずに行動できるよう、平時からの準備や災害ボランティアなど

支援に関する一般知識を学びます。

【災害ボランティア入門講座】

■日時　令和 2 年１２月6日（日）１３：３０～１６：３０
■場所　品川区社会福祉協議会　３階会議室
■内容　・品川区の防災について
　　　　 ・個人でできる災害の備えや災害支援に関する一般知識
■対象　災害ボランティアに興味のある方
■費用　無料
■申込　11月2日～11月28日まで電話またはインターネット専用フォームより申し込み
　　　　ＵＲＬ：https://shinashakyo.jp/newsに掲載します。
【お問い合わせ】品川ボランティアセンター　☎03－5718－7172
　　　　　　　 （日・祝を除く ９：００～１７：００）

■日時　令和２年１２月５日（土）１４：００～１６：００
■場所　品川区社会福祉協議会　３階会議室
■内容　今こそできるボランティア活動を考える
　　　　・東京都社会福祉協議会ゲスト講師より活動紹介
　　　　・ボランティアグループＦＵＫＵＷＡ活動紹介
　　　　・グループワーク
■対象　品川区内在住・在学の学生（中学・高校・大学・専門学校）
■費用　無料
■申込　11月2日～11月28日までインターネット専用フォームより申し込み
　　　　ＵＲＬ：https://shinashakyo.jp/newsに掲載します。
【お問い合わせ】品川ボランティアセンター　☎03－5718－7172
　　　　　　　 （日・祝を除く ９：００～１７：００）
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