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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

品川合同葬祭株式会社
東京営業所　品川区西中延 1-8-24

TEL 0120-733-690
（２４時間受付）
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1 特集 1｜支え愛・ほっとステーション…

発行日 :2023年 2月
発行人 : 社会福祉法人  品川区社会福祉協議会

〒140-0014 品川区大井 1-14-1 大井 1丁目共同ビル 2F
TEL：03-5718-7171　FAX：03-5718-7170
H  P：https://shinashakyo.jp/

No.232しながわ社協だより

Shinagawa Council of Social Welfare

2023年 2月 No.232
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会

編集後記の絵について
品川社協をより身近に感じていただけるよう編集後記では職員のイラストをふれあい作業所の利用者さん
が描いてくれています。 イラストになった職員を社協で見つけてみるのも楽しいかもしれませんね♪

特
集
１

2-3 特集 2｜歳末たすけあい運動 募金報告…

5 ふれあい作業所 染色商品のご案内…
6 ●にじのひろば　

●無料職業紹介所（サポしながわ）のご案内
…

7 ご寄付一覧…
8 さわやかサービス運転協力会員募集 /編集後記…

4… ●品川介護福祉専門学校のご案内
●市民後見人カフェ開催のご報告

編集後記

絵/西大井利用者さん

私が前担当者から染色作業を受け継いだ時は、まるで頭の中は白紙状態。そう！染める前の布
と同じ白の状態でした。期待と不安が入り混じった気持ちで引継ぎをした日を今でも覚えてい
ます。
一度注文が入れば、暑い日も寒い日も、草木の収集や染色作業、水洗い作業を行います。大変
なこともありますが、作業中に聞こえる利用者さんの楽しそうな笑い声や笑顔が私の元気の
源になっています。
もし、お近くでふれあい作業所の商品を見かけたら、そっと商品に耳をあててみて下さい。みん
なの笑い声が聞こえるかもしれません。

さわやかサービスでは、高齢者や障害者など歩行困
難な方を対象に、車いすごと乗れる福祉車両を使用
して外出支援（おでかけサービス）を行っています。
運転が好きな方、空いた時間に社会貢献したい方、
さわやかサービスで活動してみませんか？
問い合わせお待ちしています。

お問い合わせ先
品川区大井1-14-1
TEL: 03-5718-7173
（土日・祝を除く9:00～17:00）

さわやかサービス

支え愛・ほっとステーション
お問い合わせ先

本部 TEL: 03-5718-7186
（土日・祝を除く 9:00～17:00）

支え愛・ほっとステーションでは、だれもが住みやす
い街づくりを一緒に支える「地域支援員」さんを募集し
ています。お近くの地域センターにお越しいただくか、
右記までご連絡ください。お待ちしています。

支え愛・ほっとステーションは地域センターの中に
ある身近なふくしの相談窓口。区民１人ひとりの困り
ごとの解決に向けて一緒に考えるだけでなく、地域
の中におたがいさまのたすけ  　   が広がっていくよ
う地域活動の立ち上げや運営の支援をしています。

愛

今号の

ヒトコマ

大井第三地区に誕生した
「よりみちはらまち」の皆さん

最近同じような
相談が多いなあ、
地域支援員さんや
地域の人たちと
話してみよう。

私の周りでも同
じような話をよく聞くわ、

何かできること
ないかしら‥

福祉車両の運転・付き添い活動内容

1時間 800円（交通費支給）謝礼金

福祉に理解のある18歳以上で運転免許を
お持ちの方（登録時69歳以下、
運転は75歳の誕生月まで）

対象者

1/23（月）、2/24（金）、3/8（水）日程

午後1時～2時時間

品川区社会福祉協議会 3階会議室場所

※登録後、希望者は引き続き入門研修に参加できます。
　（午後2時～3時）
※後日、教習所で運転技能研修（50分）、運転者初任者講
　習会（4時間）、乗降介助研修（1時間30分）の受講が
　必要です。（研修費用はさわやかサービスが負担）

おでかけサービス 運転協力会員募集
協力会員募集説明会

毎回楽しみにしています。
お休みした日は心配して
くれて嬉しかったです。

よりみちに参加のYさん 支え愛職員
よりみちが地域の見守り
の一つになるように運
営のお手伝いをしていき
ます。

喜んでもらえているのが
嬉しいし、私の生活にも
張りが出来ました。

地域支援員Kさん

ふれあい作業所 西大井　原田 絢子

人と話をする機会が
 減ってしまって‥

「よりみち」（身近な
地域の交流の場）が
立ち上がりました！
現在、区内に17カ所の
「よりみち」が
あります。

支え愛・ほっと
ステーションです。

身近なところに
誰もが楽しく交流できる
場所があったらいいよね ！
同じ思いのある人が集まり
話し合いを重ね…職員も
一緒に考えます。

私もそう
思ってた ！

ってどんなところ？
 支え愛・ほっとステーション

よりみち編
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品川区内に7店舗

http：//www.jsbank.co.jp

営業部本店 〒141-8710 品川区西五反田7-2-3 TEL 03（3493）8111
品　　　川 〒140-0004 品川区南品川1-4-25 TEL 03（3471）3171
大　　　井 〒140-0014 品川区大井1-6-10 TEL 03（3774）1051
荏　　　原 〒142-0054 品川区西中延1-4-16 TEL 03（3786）1131
大　　　崎 〒141-0032 品川区大崎2-6-11 TEL 03（3491）8771
西　大　井 〒140-0015 品川区西大井1-3-3-101 TEL 03（3773）8511
立　会　川 〒140-0013 品川区南大井4-6-1 TEL 03（3298）3341

人を大切にします 思いやりを大切にします

歳末たすけあい運動 募金報告 歳末たすけあい募金内訳（単位:円）

北品川一丁目町会  ¥50,000
八ッ山町会  ¥30,000
北品川二丁目町会  ¥50,000
北品川三丁目親和会  ¥50,000
小関親睦会  ¥190,500
御殿山町会  ¥100,000
袖ケ崎新興会  ¥42,000
洌崎町会  ¥50,000
東品川一・三町会  ¥50,000
櫻心会町会  ¥30,000
天王洲会  ¥30,000
都営北品川アパート自治会  ¥30,000
都営北品川第2アパート自治会 ¥30,000
都営東品川第4アパート自治会 ¥10,000
都営天王洲団地自治会  ¥40,000
都営東品川７棟自治会  ¥15,000

品川第１地区

真交町会  ¥20,000
博友町会  ¥10,000
諏訪町会  ¥30,000
三睦会町会  ¥30,000
明睦会  ¥20,000
同友会町会  ¥30,000
南品川南睦会  ¥30,000
東睦会  ¥20,000
東親会  ¥50,000
東品川第一自治会  ¥15,400
自治八潮会  ¥20,000
都営東品川第３アパート自治会  ¥46,800

東五反田みづほ町会  ¥50,000
五反田中部町会  ¥50,000
五反田睦町会  ¥20,000
西五反田一・二・三町会  ¥30,000
池田山町会  ¥30,000
島津山自生会  ¥50,000
袖が崎町会  ¥60,000
相生会  ¥70,000
上大崎一丁目愛誠会  ¥30,000
上大崎一丁目第一愛誠会  ¥50,000
上大崎目黒駅前町会  ¥26,000
上大崎三丁目町会  ¥20,000
目黒駅前西口町会  ¥20,000
中丸親和町会  ¥30,000
上大崎長者丸町会  ¥89,000
西五反田七・五・三町会  ¥50,000
大崎本町三丁目町会  ¥100,000
西五反田四丁目町会  ¥245,800
西五反田西二町会  ¥30,000
西五反田五丁目西三町会  ¥100,000
西五反田協和町会  ¥75,000
西五反田六丁目町会  ¥30,000
都営東五反田二丁目アパート自治会   ¥26,800
西五反田南町会  ¥62,600
西五反田谷山会  ¥59,365

収支結果1

町会・自治会募金  ¥12,153,955
事務局受付分  ¥3,525,896
雑収入（預金利息）  ¥1
前年度繰越金収入  ¥0

項　目 収入額

合　計 ¥15,679,852

（単位:円）

その他の援護実施状況5
歳末たすけあい運動の援護に併せて、地域福祉活動費（共同募金令和3年度配分金）より下記の事業
助成を実施しました。奨学研究資金交付（総額3,500,000円）、長寿祝い品（総額10,771,000円）に
ついては、一部に充当しました。

合　計 ¥5,678,199

（単位:円）

対　象 数　量 種　目 金　額
奨学研究資金交付
学習教材等購入支援資金交付
長寿祝品

25
50

3,539

奨学金交付
学習支援金交付
共通商品券

¥2,500,000
¥500,000
¥2,678,199

令和４年度

収支残高4
東京都共同募金会納付金
収支残高は、令和4年度歳末たすけあい運動実施要網（東京都共同
募金会作成）により東京都共同募金会納入後、令和5年度地域福祉
活動費として使用する予定です。

納入金額 ¥9,587,765
（単位:円）

新型コロナウイルス感染症の影響により募金活動が行えない状況にも関わらず
ご協力いただき、町会・自治会の皆さまありがとうございました。

収入 ¥15,679,852
支出 ¥6,092,087
残高 ¥9,587,765

（令和5年1月11日現在）

収入内訳2

品川第２地区

大崎第１地区

¥3,525,896事 務 局 合 計

京セラ株式会社  ¥130,666
京セラコミュニケーションシステム株式会社 ¥273,500
若林 孝昌  ¥10,000
前田 和夫  ¥50,000
楽 ク々ラブ  ¥20,000
窓口募金  ¥3,004,486
職域募金  ¥37,244

事務局受付　寄付者芳名（敬称略）
芳 名 等 金 額

地 区 合 計 ¥12,153,955支出内訳3

（2）事務費支出

合　計 ¥1,434,999
（単位:円）

（1）援護の実施状況
　   令和3年度より障害者施設通所者への見舞い品贈答は中止させていただきました。

対　象　者 数　量 贈答品目 金　額
寝たきり高齢者
認知症高齢者の介護者（特例給付）
低所得世帯（特例給付）

1,556
5
9

防水シーツ
共通商品券
共通商品券

¥4,587,088
¥25,000
¥45,000

合　計 ¥4,657,088

（単位:円）

大崎一二三町会  ¥20,000
大崎居木橋町会  ¥20,000
大崎四丁目町会  ¥20,000
大崎三五町会  ¥20,000
大崎ウエストシティタワーズ自治会  ¥20,000

鮫洲曙町会  ¥55,200
鮫洲北町会  ¥30,000
鮫洲仲町会  ¥30,000
鮫洲南町会  ¥30,000
北浜川東町会  ¥51,500
北浜川仲町会  ¥100,500
大井南浜町会  ¥234,348
鈴ケ森町会  ¥50,000
大井海岸町会  ¥44,500
大井坂下町会  ¥50,000
大井水神町会  ¥50,000
大井寺下町会  ¥50,000
大井関ケ原町  ¥84,620
大井元芝町会  ¥50,000
大井立会町会  ¥50,000
東大井月見台町会  ¥30,000
東大井林町会  ¥65,000
勝島町会  ¥83,400
大森駅前住宅自治会  ¥124,159

大井第１地区

¥252,000小　計

¥1,404,565小　計

¥1,263,227小　計

大井第2地区
大井一丁目権現町会  ¥30,000
大井森下町会  ¥159,700
大井三丁目町会  ¥100,000
大井倉田町会  ¥277,280
西大井一丁目町会  ¥100,000

¥666,980小　計

大井鹿島町会  ¥239,250
大井庚塚町会  ¥266,900
出石町会  ¥100,000
西大井二丁目町会  ¥233,170
西大井四丁目町会  ¥328,100
西大井五丁目伊藤町会  ¥50,000
西大井六丁目町会  ¥100,000

大井第3地区

¥1,317,420小　計

¥322,200小　計

¥797,500小　計

小山台一丁目町会  ¥225,050
小山台一丁目東町会  ¥149,200
小山一丁目町会  ¥80,000
小山二丁目東部町会  ¥185,630
小山二丁目西部町会  ¥80,000
小山三丁目町会  ¥100,000
小山四丁目町会  ¥50,000
荏原三丁目町会  ¥100,000
荏原四丁目町会  ¥50,000

荏原第１地区

¥1,019,880小　計

荏原六丁目町会  ¥50,000
荏原七丁目町会  ¥297,000
小山洗足町会  ¥100,000
旗の台六丁目町会  ¥173,200
旗の台南町会  ¥154,110

¥1,337,520小　計

荏原第3地区
平塚一丁目南部町会  ¥105,850
平塚二丁目町会  ¥153,300
平塚四丁目町会  ¥121,100
中延一丁目町会  ¥171,000
中延二丁目町会  ¥100,000
東中延一丁目町会  ¥128,000
西中延一丁目町会  ¥160,000
西中延二丁目町会  ¥153,000
戸越銀座町会  ¥108,001
戸越四丁目町会  ¥167,700
戸越五丁目町会  ¥128,500

¥1,496,451小　計

中延三丁目町会  ¥166,265
中延四丁目町会  ¥145,200
中延五丁目町会  ¥20,000
荏原町町会  ¥50,000
東中三町会  ¥159,850
中延六丁目町会  ¥150,000
西中延三丁目町会  ¥191,942
旗の台三丁目町会  ¥133,550
二葉四丁目町会  ¥198,885

荏原第4地区

¥1,215,692小　計

荏原第5地区
豊町五丁目町会  ¥135,200
二葉一丁目町会  ¥128,900
二葉二丁目町会  ¥96,070
二葉中央町会  ¥127,900
二葉三丁目町会  ¥125,100

¥613,170小　計

¥447,350小　計
八潮地区

令和4年度 募金合計

¥15,679,851協力睦会  ¥50,000
西品川新生会  ¥102,000

大崎第２地区 小山六丁目町会  ¥276,210
小山七丁目町会  ¥187,000
荏原五丁目町会  ¥100,000

荏原第2地区

おかげさまで  　　　　　 　　　　集まりました　

　新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、今年度も街頭募金を見合わせなければ
ならない事態となりました。そのような状況にも関わらず、区民の皆さまから多額の募金を
お寄せいただきました。ありがとうございました。
　歳末たすけあいは1906（明治39）年が運動の起こりといわれており、1959（昭和34）
年に共同募金運動の一環となりました。区市町村社会福祉協議会が中心となって行う地
域を単位とした募金運動です。町会・自治会の皆さまのご尽力と、区民の皆さまのご理解
とご協力のおかげで毎年、実施することができております。
　近年は新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、募金額の減少傾向が続いておりま
すが、新年を迎える紙おむつ支給事業利用の方へ、防水シーツを歳末援護品として贈呈、
およびひとり親家庭の学生さんへの奨学金給付を継続させていただくことができました。
　来年度以降も、引き続き皆さまのお力添えをよろしくお願い申し上げます。

品川区社会福祉協議会
会 長　池 田   彰 孝

総額１５,６７９,８５２円
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品川区内に7店舗

http：//www.jsbank.co.jp

営業部本店 〒141-8710 品川区西五反田7-2-3 TEL 03（3493）8111
品　　　川 〒140-0004 品川区南品川1-4-25 TEL 03（3471）3171
大　　　井 〒140-0014 品川区大井1-6-10 TEL 03（3774）1051
荏　　　原 〒142-0054 品川区西中延1-4-16 TEL 03（3786）1131
大　　　崎 〒141-0032 品川区大崎2-6-11 TEL 03（3491）8771
西　大　井 〒140-0015 品川区西大井1-3-3-101 TEL 03（3773）8511
立　会　川 〒140-0013 品川区南大井4-6-1 TEL 03（3298）3341

人を大切にします 思いやりを大切にします

歳末たすけあい運動 募金報告 歳末たすけあい募金内訳（単位:円）

北品川一丁目町会  ¥50,000
八ッ山町会  ¥30,000
北品川二丁目町会  ¥50,000
北品川三丁目親和会  ¥50,000
小関親睦会  ¥190,500
御殿山町会  ¥100,000
袖ケ崎新興会  ¥42,000
洌崎町会  ¥50,000
東品川一・三町会  ¥50,000
櫻心会町会  ¥30,000
天王洲会  ¥30,000
都営北品川アパート自治会  ¥30,000
都営北品川第2アパート自治会 ¥30,000
都営東品川第4アパート自治会 ¥10,000
都営天王洲団地自治会  ¥40,000
都営東品川７棟自治会  ¥15,000

品川第１地区

真交町会  ¥20,000
博友町会  ¥10,000
諏訪町会  ¥30,000
三睦会町会  ¥30,000
明睦会  ¥20,000
同友会町会  ¥30,000
南品川南睦会  ¥30,000
東睦会  ¥20,000
東親会  ¥50,000
東品川第一自治会  ¥15,400
自治八潮会  ¥20,000
都営東品川第３アパート自治会  ¥46,800

東五反田みづほ町会  ¥50,000
五反田中部町会  ¥50,000
五反田睦町会  ¥20,000
西五反田一・二・三町会  ¥30,000
池田山町会  ¥30,000
島津山自生会  ¥50,000
袖が崎町会  ¥60,000
相生会  ¥70,000
上大崎一丁目愛誠会  ¥30,000
上大崎一丁目第一愛誠会  ¥50,000
上大崎目黒駅前町会  ¥26,000
上大崎三丁目町会  ¥20,000
目黒駅前西口町会  ¥20,000
中丸親和町会  ¥30,000
上大崎長者丸町会  ¥89,000
西五反田七・五・三町会  ¥50,000
大崎本町三丁目町会  ¥100,000
西五反田四丁目町会  ¥245,800
西五反田西二町会  ¥30,000
西五反田五丁目西三町会  ¥100,000
西五反田協和町会  ¥75,000
西五反田六丁目町会  ¥30,000
都営東五反田二丁目アパート自治会   ¥26,800
西五反田南町会  ¥62,600
西五反田谷山会  ¥59,365

収支結果1

町会・自治会募金  ¥12,153,955
事務局受付分  ¥3,525,896
雑収入（預金利息）  ¥1
前年度繰越金収入  ¥0

項　目 収入額

合　計 ¥15,679,852

（単位:円）

その他の援護実施状況5
歳末たすけあい運動の援護に併せて、地域福祉活動費（共同募金令和3年度配分金）より下記の事業
助成を実施しました。奨学研究資金交付（総額3,500,000円）、長寿祝い品（総額10,771,000円）に
ついては、一部に充当しました。

合　計 ¥5,678,199

（単位:円）

対　象 数　量 種　目 金　額
奨学研究資金交付
学習教材等購入支援資金交付
長寿祝品

25
50

3,539

奨学金交付
学習支援金交付
共通商品券

¥2,500,000
¥500,000
¥2,678,199

令和４年度

収支残高4
東京都共同募金会納付金
収支残高は、令和4年度歳末たすけあい運動実施要網（東京都共同
募金会作成）により東京都共同募金会納入後、令和5年度地域福祉
活動費として使用する予定です。

納入金額 ¥9,587,765
（単位:円）

新型コロナウイルス感染症の影響により募金活動が行えない状況にも関わらず
ご協力いただき、町会・自治会の皆さまありがとうございました。

収入 ¥15,679,852
支出 ¥6,092,087
残高 ¥9,587,765

（令和5年1月11日現在）

収入内訳2

品川第２地区

大崎第１地区

¥3,525,896事 務 局 合 計

京セラ株式会社  ¥130,666
京セラコミュニケーションシステム株式会社 ¥273,500
若林 孝昌  ¥10,000
前田 和夫  ¥50,000
楽 ク々ラブ  ¥20,000
窓口募金  ¥3,004,486
職域募金  ¥37,244

事務局受付　寄付者芳名（敬称略）
芳 名 等 金 額

地 区 合 計 ¥12,153,955支出内訳3

（2）事務費支出

合　計 ¥1,434,999
（単位:円）

（1）援護の実施状況
　   令和3年度より障害者施設通所者への見舞い品贈答は中止させていただきました。

対　象　者 数　量 贈答品目 金　額
寝たきり高齢者
認知症高齢者の介護者（特例給付）
低所得世帯（特例給付）

1,556
5
9

防水シーツ
共通商品券
共通商品券

¥4,587,088
¥25,000
¥45,000

合　計 ¥4,657,088

（単位:円）

大崎一二三町会  ¥20,000
大崎居木橋町会  ¥20,000
大崎四丁目町会  ¥20,000
大崎三五町会  ¥20,000
大崎ウエストシティタワーズ自治会  ¥20,000

鮫洲曙町会  ¥55,200
鮫洲北町会  ¥30,000
鮫洲仲町会  ¥30,000
鮫洲南町会  ¥30,000
北浜川東町会  ¥51,500
北浜川仲町会  ¥100,500
大井南浜町会  ¥234,348
鈴ケ森町会  ¥50,000
大井海岸町会  ¥44,500
大井坂下町会  ¥50,000
大井水神町会  ¥50,000
大井寺下町会  ¥50,000
大井関ケ原町  ¥84,620
大井元芝町会  ¥50,000
大井立会町会  ¥50,000
東大井月見台町会  ¥30,000
東大井林町会  ¥65,000
勝島町会  ¥83,400
大森駅前住宅自治会  ¥124,159

大井第１地区

¥252,000小　計

¥1,404,565小　計

¥1,263,227小　計

大井第2地区
大井一丁目権現町会  ¥30,000
大井森下町会  ¥159,700
大井三丁目町会  ¥100,000
大井倉田町会  ¥277,280
西大井一丁目町会  ¥100,000

¥666,980小　計

大井鹿島町会  ¥239,250
大井庚塚町会  ¥266,900
出石町会  ¥100,000
西大井二丁目町会  ¥233,170
西大井四丁目町会  ¥328,100
西大井五丁目伊藤町会  ¥50,000
西大井六丁目町会  ¥100,000

大井第3地区

¥1,317,420小　計

¥322,200小　計

¥797,500小　計

小山台一丁目町会  ¥225,050
小山台一丁目東町会  ¥149,200
小山一丁目町会  ¥80,000
小山二丁目東部町会  ¥185,630
小山二丁目西部町会  ¥80,000
小山三丁目町会  ¥100,000
小山四丁目町会  ¥50,000
荏原三丁目町会  ¥100,000
荏原四丁目町会  ¥50,000

荏原第１地区

¥1,019,880小　計

荏原六丁目町会  ¥50,000
荏原七丁目町会  ¥297,000
小山洗足町会  ¥100,000
旗の台六丁目町会  ¥173,200
旗の台南町会  ¥154,110

¥1,337,520小　計

荏原第3地区
平塚一丁目南部町会  ¥105,850
平塚二丁目町会  ¥153,300
平塚四丁目町会  ¥121,100
中延一丁目町会  ¥171,000
中延二丁目町会  ¥100,000
東中延一丁目町会  ¥128,000
西中延一丁目町会  ¥160,000
西中延二丁目町会  ¥153,000
戸越銀座町会  ¥108,001
戸越四丁目町会  ¥167,700
戸越五丁目町会  ¥128,500

¥1,496,451小　計

中延三丁目町会  ¥166,265
中延四丁目町会  ¥145,200
中延五丁目町会  ¥20,000
荏原町町会  ¥50,000
東中三町会  ¥159,850
中延六丁目町会  ¥150,000
西中延三丁目町会  ¥191,942
旗の台三丁目町会  ¥133,550
二葉四丁目町会  ¥198,885

荏原第4地区

¥1,215,692小　計

荏原第5地区
豊町五丁目町会  ¥135,200
二葉一丁目町会  ¥128,900
二葉二丁目町会  ¥96,070
二葉中央町会  ¥127,900
二葉三丁目町会  ¥125,100

¥613,170小　計

¥447,350小　計
八潮地区

令和4年度 募金合計

¥15,679,851協力睦会  ¥50,000
西品川新生会  ¥102,000

大崎第２地区 小山六丁目町会  ¥276,210
小山七丁目町会  ¥187,000
荏原五丁目町会  ¥100,000

荏原第2地区

おかげさまで  　　　　　 　　　　集まりました　

　新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、今年度も街頭募金を見合わせなければ
ならない事態となりました。そのような状況にも関わらず、区民の皆さまから多額の募金を
お寄せいただきました。ありがとうございました。
　歳末たすけあいは1906（明治39）年が運動の起こりといわれており、1959（昭和34）
年に共同募金運動の一環となりました。区市町村社会福祉協議会が中心となって行う地
域を単位とした募金運動です。町会・自治会の皆さまのご尽力と、区民の皆さまのご理解
とご協力のおかげで毎年、実施することができております。
　近年は新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、募金額の減少傾向が続いておりま
すが、新年を迎える紙おむつ支給事業利用の方へ、防水シーツを歳末援護品として贈呈、
およびひとり親家庭の学生さんへの奨学金給付を継続させていただくことができました。
　来年度以降も、引き続き皆さまのお力添えをよろしくお願い申し上げます。

品川区社会福祉協議会
会 長　池 田   彰 孝

総額１５,６７９,８５２円
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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。

荏原薬業協同組合
品川区薬剤師会
品川区中延２-４-２
☎ ０３-３７８４-３７９０

おかげさまで65周年
売買・賃貸・管理 アーバンホーム

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

宗旨宗派は問いません。
お悩み・ご質問のある方はお気軽にご相談ください。「その人らしさ」を大切に

2021　品川区（縦 50mm×横 180ｍｍ）

〒113-0022 東京都文京区千駄木3-52-1

おかげさまで創立100周年～さらに前へ

桐ケ谷斎場、なぎさ会館などの区内式場や文京区・
練馬区・国立市の当会直営斎場、またはご自宅や集
会所等、ご希望に沿った場所でのご葬儀を承ります。

24時間体制　年中無休

http://www.fukushikai.com
0120-62-1192

ご家族やご友人で語り合う家族葬（近親葬）から、皆で送り出す大規模葬まで、
形式にとらわれず「その人らしさ」を第一に考えたご葬儀を提案いたします。

東京福祉会

大正8年創立東京福祉会社会福祉法人
道灌山会館
江古田斎場
ホール多摩国立

品川介護福祉専門学校

人と接する仕事がしてみたい、介護の仕事が
してみたいという方、品川介護福祉専門学校
で一緒に学んでみませんか？
介護と言ってもイメージがわかない方、オープン
キャンパスへ、ぜひお越しください。

オープンキャンパス日程
２/18（土）車いす操作
３/28 （火）レクリエーション（昔遊び）

入試日
２/12（日）・２/25（土）・3/5（日）・3/18（土）

市民後見人カフェを開催しました

ふれあい作業所の
染色商品はいかがでしょうか

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
TEL: 03-5498-6364

ホームページ Instagram

（土日・祝を除く9:00～17:00）

自然の植物や野菜等を使って生地を染め
ています。 自然ならではのやさしい風合い
を楽しめます。

草木染
特徴

1

※社会人の方も歓迎！

令和5年度

4月入学生募集！

市民後見人のフォローアップ研修の一環として、これまで受任経験のない方を対象にした「市民後
見人カフェ」を12月15日（木）に開催し11名が参加しました。 受任するまでの不安や疑問を解消し、
仲間同士の交流を図ることが目的でした。日頃伺えない声も聞かせていただき、市民後見人の要望
や状況に寄り添いながら養成を進めていくことの大切さを痛感しました。

第一部は「障害のある方の理解
および支援者のメンタルヘルス」
と題し、品川保健センター保健師
さんの講演でした。ストレス解消
法としての呼吸法や全身の筋肉
を少しずつ緩めていく方法が実
体験でき好評を博しました。

講演内容に
興味深く頷かれる方多数！

先輩後見人の
活動報告に共鳴

市民後見人同士の
交流が深まりました！

第二部では先輩の後見人２名か
ら活動報告がありました。その
時々の心情を赤裸々に発表さ
れ、とても身近に感じられて受任
の準備に役立ったという感想を
持たれた方が多くみられました。

２グループに分かれ、活動の報
告を聞いた感想や後見人として
の思いなどについて、自由に意見
交換を行いました。気楽な雰囲
気だったので、交流が進み仲間
意識が生まれました。

色々な話が聞けて

これからの活動に役立てられます。

気軽に相談できそうなので

安心しています

  呼吸法、漸進性弛緩法とも

とても参考になりました。

日々 の生活に取り入れていきます

品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
TEL: 03-5718-7174

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

参加者

活動報告された岩井さん（左）と落合さん（右）

参加者

参加者

てぬぐい

各1,500円（税込）

トートバック

各 2,200円（税込）

商品のご紹介

鯉のぼり

1,980円（税込）

ふれあい作業所西大井
TEL: 03-3775-4585

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

※記念品や贈答品などまとまったご注文も
　承っています。お気軽にご相談下さい。

交流会を開催して

いただきたいです

ストール

綿 各 3,000円（税込）
絹 各 4,000円（税込）

様々な工程を経て商品は出来上がります。
ふれあい作業所では、生地の裁断、染色、
縫製、袋詰めまで全ての工程を利用者が
行っています。個々の特性や特技に合わせ
た商品作りをしています。

得意を生かした
作業提供！

特徴

2
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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。

荏原薬業協同組合
品川区薬剤師会
品川区中延２-４-２
☎ ０３-３７８４-３７９０

おかげさまで65周年
売買・賃貸・管理 アーバンホーム

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

宗旨宗派は問いません。
お悩み・ご質問のある方はお気軽にご相談ください。「その人らしさ」を大切に

2021　品川区（縦 50mm×横 180ｍｍ）

〒113-0022 東京都文京区千駄木3-52-1

おかげさまで創立100周年～さらに前へ

桐ケ谷斎場、なぎさ会館などの区内式場や文京区・
練馬区・国立市の当会直営斎場、またはご自宅や集
会所等、ご希望に沿った場所でのご葬儀を承ります。

24時間体制　年中無休

http://www.fukushikai.com
0120-62-1192

ご家族やご友人で語り合う家族葬（近親葬）から、皆で送り出す大規模葬まで、
形式にとらわれず「その人らしさ」を第一に考えたご葬儀を提案いたします。

東京福祉会

大正8年創立東京福祉会社会福祉法人
道灌山会館
江古田斎場
ホール多摩国立

品川介護福祉専門学校

人と接する仕事がしてみたい、介護の仕事が
してみたいという方、品川介護福祉専門学校
で一緒に学んでみませんか？
介護と言ってもイメージがわかない方、オープン
キャンパスへ、ぜひお越しください。

オープンキャンパス日程
２/18（土）車いす操作
３/28 （火）レクリエーション（昔遊び）

入試日
２/12（日）・２/25（土）・3/5（日）・3/18（土）

市民後見人カフェを開催しました

ふれあい作業所の
染色商品はいかがでしょうか

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
TEL: 03-5498-6364

ホームページ Instagram

（土日・祝を除く9:00～17:00）

自然の植物や野菜等を使って生地を染め
ています。 自然ならではのやさしい風合い
を楽しめます。

草木染
特徴

1

※社会人の方も歓迎！

令和5年度

4月入学生募集！

市民後見人のフォローアップ研修の一環として、これまで受任経験のない方を対象にした「市民後
見人カフェ」を12月15日（木）に開催し11名が参加しました。 受任するまでの不安や疑問を解消し、
仲間同士の交流を図ることが目的でした。日頃伺えない声も聞かせていただき、市民後見人の要望
や状況に寄り添いながら養成を進めていくことの大切さを痛感しました。

第一部は「障害のある方の理解
および支援者のメンタルヘルス」
と題し、品川保健センター保健師
さんの講演でした。ストレス解消
法としての呼吸法や全身の筋肉
を少しずつ緩めていく方法が実
体験でき好評を博しました。

講演内容に
興味深く頷かれる方多数！

先輩後見人の
活動報告に共鳴

市民後見人同士の
交流が深まりました！

第二部では先輩の後見人２名か
ら活動報告がありました。その
時々の心情を赤裸々に発表さ
れ、とても身近に感じられて受任
の準備に役立ったという感想を
持たれた方が多くみられました。

２グループに分かれ、活動の報
告を聞いた感想や後見人として
の思いなどについて、自由に意見
交換を行いました。気楽な雰囲
気だったので、交流が進み仲間
意識が生まれました。

色々な話が聞けて

これからの活動に役立てられます。

気軽に相談できそうなので

安心しています

  呼吸法、漸進性弛緩法とも

とても参考になりました。

日々 の生活に取り入れていきます

品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
TEL: 03-5718-7174

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

参加者

活動報告された岩井さん（左）と落合さん（右）

参加者

参加者

てぬぐい

各1,500円（税込）

トートバック

各 2,200円（税込）

商品のご紹介

鯉のぼり

1,980円（税込）

ふれあい作業所西大井
TEL: 03-3775-4585

お問い合わせ先

（土日・祝を除く9:00～17:00）

※記念品や贈答品などまとまったご注文も
　承っています。お気軽にご相談下さい。

交流会を開催して

いただきたいです

ストール

綿 各 3,000円（税込）
絹 各 4,000円（税込）

様々な工程を経て商品は出来上がります。
ふれあい作業所では、生地の裁断、染色、
縫製、袋詰めまで全ての工程を利用者が
行っています。個々の特性や特技に合わせ
た商品作りをしています。

得意を生かした
作業提供！

特徴
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ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

金　額 住　所店　舗

合計　64件

合計　106 件　¥2,544,231

物品名 住　所氏　名

金　額 住　所氏　名

物品等寄付者芳名（敬称略）

合計　39件　¥92,451

無料職業紹介所（サポしながわ）のご案内

シニアの方で

お仕事を探されている方や

求人募集で困っている企業の方など

是非お問合せください。

ご寄付ありがとうございました

匿名でご寄付を頂戴した方は、合算にて表記しております。

自：令和４年10月 1日
至：令和４年12月31日

一般寄付者芳名（敬称略） ［10 万円以上太字］

 ¥100,000 エバラネズミコゾウ －
 ¥30,000 園 マリ 西五反田５丁目
 ¥10,000 日原 文夫 北品川２丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ －
 ¥200,000 水曜会　渡邉 三雄 荏原４丁目
 ¥131,139 東京土建一般労働組合品川支部 戸越５丁目
 ¥6,100 今岡 富子 戸越１丁目
 ¥50,000 岡田 信彦 平塚２丁目
 ¥100,000 間瀬 フミ 上大崎３丁目
 ¥2,000 三ツ橋 悦子 大井１丁目
 ¥5,000 島田 悦子 上大崎３丁目
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥4,400 菅野 みよ志 南大井４丁目
 ¥2,900 加増 惠美子 西中延１丁目
 ¥2,300 相内 敏弘 荏原５丁目
 ¥20,000 荏原６丁目町会 荏原６丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ －
 ¥20,000 城 峯雄 南品川３丁目
 ¥100,000 小野 佐一 荏原５丁目
 ¥10,000 リフォームＯＢ会 八潮５丁目
 ¥4,000 小黒 文子 戸越５丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥3,300 小泉 由美子 二葉４丁目
 ¥50,000 戸越四丁目町会リサイクル部 戸越４丁目
 ¥50,000 本村 洋一・博子 小山３丁目
 ¥2,700 山内 壽子 戸越６丁目
 ¥4,200 山内 壽子 戸越６丁目
 ¥6,600 髙橋 眞澄 北品川１丁目
 ¥100,000 東京防犯健全協力会 豊島区池袋
 ¥4,400 左川 辰彦 東大井２丁目
 ¥20,000 横山志ず子 平塚３
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ －
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥400 横畑 昌枝 八潮５丁目
 ¥6,000 蛯沢 節子 八潮５丁目
 ¥1,331 こども食堂ネットワーク募金箱 －
 ¥2,600 藤田 和子 豊町２丁目
 ¥1,200 吉田 隆江 東五反田５丁目
 ¥8,200 吉田 隆江 東五反田５丁目
 － 萩原 路也 －
 ¥4,400 佐藤 綾子 大井５丁目
 ¥5,000 金子 みゆき 二葉３丁目
 ¥20,000 金光教 大崎教会 信徒会 戸越５丁目
 ¥11,633 杉本 伸久 大井１丁目
 ¥10,000 湊 祥子 京都府京都市
 ¥4,100 坂本 洋子 西五反田５丁目
 ¥5,700 上村 きみ子 二葉３丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥100,000 株式会社エイツー 代表取締役 加地 宏行 戸越１丁目
 ¥700 川村 治 東大井３丁目
 ¥100,000 志村 勇一 大井１丁目
 ¥30,000 菅井 良一 神奈川県横浜市
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ －
 ¥20,000 馬場 和子 戸越３丁目
 ¥10,000 長谷川 薫 八潮５丁目
 ¥10,000 田久保 京子 西大井３丁目
 ¥3,900 谷岸 麻美子 豊町２丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ －
 ¥10,000 加地 宏行 豊町６丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥10,000 徳岡 久枝 中延４丁目
 ¥10,000 冨沢 敦子 戸越３丁目
 ¥23,100 宮永 正義 大井７丁目
 ¥20,000 川田 初代 大崎５丁目
 ¥10,000 酒井 邦夫 中延２丁目
 ¥30,000 遠藤 和子 西五反田５丁目
 ¥100,000 中山 正子 北品川５丁目
 ¥4,320 株式会社クオニイツムラーレジャパン　  代表取締役 ビクトーロペス 北品川５丁目

 ¥30,000 キダ ヨウジ －
 ¥3,600 小山 ハル子 戸越１丁目

 ¥4,603 割烹  丸福 西五反田４丁目
 ¥2,224 サンタ フェ 中延３丁目
 ¥2,337 ゼイタク煎餅　中延分店 東中延２丁目
 ¥362 中延商店街振興組合 東中延２丁目
 ¥5,150 ビューティサロン  麗 中延４丁目
 ¥3,771 お惣菜の丸萬 西品川２丁目
 ¥4,863 戸越銀座の洗たく屋 豊町１丁目
 ¥210 有限会社  田中無線 西品川２丁目
 ¥8,955 品川区シルバー人材センター　荏原支部 荏原２丁目
 ¥1,291 スピードクリーナーミュー 小山２丁目
 ¥2,167 竹見酒店 小山２丁目
 ¥6,379 ハタナカ理容所 西大井２丁目
 ¥983 ピュアロマン 小山６丁目
 ¥229 藤本薬局 小山６丁目
 ¥2,935 武蔵小山商店街振興組合 小山３丁目
 ¥550 吉仲ブレッド 小山２丁目
 ¥175 リラックスヘアルーツ 小山３丁目
 ¥566 ギャラリーカメイ 豊町１丁目
 ¥12,834 たばこショップわたなべ 戸越１丁目
 ¥2,090 中華料理　錦華楼 豊町１丁目
 ¥519 ヘアーショップテンオンス 平塚１丁目
 ¥7,592 ほしのベーカリー 平塚１丁目
 ¥100 リド美容室  旗の台店 旗の台５丁目
 ¥1,609 酒井商店 西大井２丁目
 ¥1,473 Ｂａｒｂｅｒ  山口まごころ堂 戸越６丁目
 ¥502 Ｆａｓｈｉｏｎ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｍ＆Ｓ 戸越５丁目
 ¥2,404 御菓子司　越路 戸越６丁目
 ¥578 ヴァンセン美容室 北品川１丁目
 ¥160 サロン ド ヤス 豊町６丁目
 ¥8,621 美容室  ウェーブ 大井５丁目
 ¥24 美容室  ミント 西大井２丁目
 ¥5 ポニー美容室 戸越１丁目
 ¥3,497 ユリ  美容室 西大井４丁目
 ¥389 ロダン 平塚２丁目
 ¥323 品川屋海苔店 北品川２丁目
 ¥55 シルバー人材センター 北品川３丁目
 ¥217 丸屋履物店 北品川２丁目
 ¥48 若素園 北品川２丁目
 ¥1,661 サロンド・ヤエ 南品川１丁目

 ¥5,830 こども食堂ネットワーク募金箱 －
 ¥20,000 城 峯雄 南品川３丁目
 ¥10,000 三上 博志 荏原３丁目
 ¥30,000 向谷２名 －
 ¥200,000 向谷２名 －
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥10,000 落合 恒勉 戸越６丁目
 ¥9,300 東京サラヤ株式会社 東品川１丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥5,000 黒川 洋子 小山７丁目
 ¥2,001 品川区明るい選挙推進協議会 広町２丁目
 ¥100,000 立正佼成会 品川教会 二葉１丁目
 ¥4,762 ほっと募金「社協窓口」 大井１丁目
 ¥5,000 機動 保 西五反田２丁目
 ¥3,000 中村 徹 埼玉県蓮田市
 ¥20,000 山内 一浩 練馬区下石神井
 ¥211,915 匿名（19件） ー

果物 本村 洋一・博子 小山３丁目
食品429個 株式会社 トリドールホールディングス 渋谷区道玄坂
紙容器等 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 大崎５丁目

野菜1箱 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

商品券 間瀬 フミ  上大崎３丁目
菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
米6ｋｇ･ふりかけ6袋 おーい！マルシェ 大井１丁目

非常食セット24箱 公益社団法人日本非常食推進機構 理事長　古谷 賢治 三重県四日市市

あま酒1箱・練乳2箱 静岡産直マルシェ 大井１丁目
食品50個 日本航空株式会社 東品川２丁目
米120㎏ 株式会社青野工業 西大井６丁目
株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
米180ｋｇ･菓子10箱 日進工具株式会社 大井１丁目

野菜2箱 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

食器等3000個 株式会社モスフードサービス 大崎２

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

食品306個 日本航空株式会社 東品川２丁目
食品306個 日本航空株式会社 東品川２丁目

野菜2箱 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

菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
フルーツ缶詰類 石光商事株式会社　東京支店 南大井６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

野菜1箱 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

紙おむつ2袋 阿部 芳子  荏原７丁目

野菜2箱 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

菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布

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

食品27個 日本航空株式会社 東品川２丁目
株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿

野菜2箱 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

非常食セット等 公益社団法人 日本非常食推進機構 理事長 古谷 賢治 三重県四日市市

食材 北潟 将和  荏原３丁目
米180㎏・乾麺9箱 日進工具株式会社 大井１丁目
災害備蓄品 小澤物産株式会社 西五反田７丁目

ノート一式 株式会社ＤＫＮ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 代表取締役　出口 卓也 二葉１丁目

食品・消耗品5箱 明治安田ビルマネジメント株式会社 西五反田２丁目
米30㎏ 齊藤 哲榮  戸越１丁目
災害備蓄品 日産東京販売ホールディングス株式会社 西五反田４丁目

野菜2箱 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

食品2箱 株式会社日本アクセス 西品川１丁目
ブランケット600枚 株式会社モスフードサービス 大崎２丁目
食品 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
食品 おーい！マルシェ 大井１丁目
米500㎏ ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 東品川１丁目
菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
食品20箱 コムコ株式会社 文京区湯島
菓子300個・ジュース300個 日進工具株式会社 大井１丁目
菓子497個・マスク等 株式会社大蔵プロパティーＤＡＳ 小山４丁目

野菜2箱 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

米180㎏・みそ煮70個 日進工具株式会社 大井１丁目
食品 株式会社プラコム　代表取締役　柳澤 正弘 東五反田２丁目

食品1箱 株式会社クオニイツムラーレジャパン
 代表取締役 ビクトーロペス 北品川５丁目

食品117個 株式会社トリドールホールディングス 渋谷区道玄坂
フルーツ缶詰類 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
玩具一式 セブンイレブン品川シーサイドフォレスト店 東品川４丁目
おもちゃ4袋 ＮＰＯ法人　歌の力 大井２丁目
食品2箱 株式会社日本アクセス 西品川１丁目

野菜2箱 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

フルーツ缶詰類 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
果物 株式会社ジャルパック 東品川２丁目
保温ポット 大畑 康隆  大崎４丁目
食料品一式 東芝テック株式会社 大崎１丁目
米券 花交差点の仲間たち 南大井２丁目

無料職業紹介所（サポしながわ）

お問い合わせ先

〒141-0033 品川区西品川1-28-3
中小企業センター１階
TEL: 03-5498-6357
FAX:03-5498-6358 
（土日・祝を除く 9:00～17:00）

東京都と品川区の支援を受け
概ね55歳以上の方を対象にした、無料職業紹介所です。

品川区、ハローワーク品川の共催で
年に４回開催しています。
そのほかにも、小規模の面接会を随時
開催しています。

合同就職面接会

求職者の方には、就職相談や求人案内、履歴書の書き方などの支援をしています。

企業の方には、求人票の受理、記載注意点などを支援しています。

求職者と企業のニーズをマッチングさせるイベントも開催しています。

１人１人の子供を色々な面から少しでも理
解出来たらと周りの先生方を見ながら、
自分なりにあれこれと失敗しながら挑戦する
ことに今は楽しみとやりがいを感じています。

A
やりがいを感じることを
教えてください。

Q

日が浅く、まだそこまで考えが回りませんが
今はその日その日の目の前のことをしっかり
やって行こうと思います。

A
今後にじのひろばで
やってみたいことはありますか？

Q

品川ボランティアセンターで紹介して
頂きました。

A
にじのひろばを
どこで知りましたか？

Q

ご協力いただき
ありがとうございました。

この年になるまで色々の人にお世話になり
助けて頂きながら来ました。仕事を辞めた
時に自分にできる、少しでもお役に立てる
事がしたいと思いボランティアを考えてい
ました。聞こえはいいのですが結局考えて
みれば人と関わっていたいという自分の為
なんです。

A
ボランティアをはじめた
きっかけを教えてください

Q

にじのひろば
ボランティアの山崎さんにインタビュー
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ほっと募金箱設置協力店芳名（敬称略）

金　額 住　所店　舗

合計　64件

合計　106 件　¥2,544,231

物品名 住　所氏　名

金　額 住　所氏　名

物品等寄付者芳名（敬称略）

合計　39件　¥92,451

無料職業紹介所（サポしながわ）のご案内

シニアの方で

お仕事を探されている方や

求人募集で困っている企業の方など

是非お問合せください。

ご寄付ありがとうございました

匿名でご寄付を頂戴した方は、合算にて表記しております。

自：令和４年10月 1日
至：令和４年12月31日

一般寄付者芳名（敬称略） ［10 万円以上太字］

 ¥100,000 エバラネズミコゾウ －
 ¥30,000 園 マリ 西五反田５丁目
 ¥10,000 日原 文夫 北品川２丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ －
 ¥200,000 水曜会　渡邉 三雄 荏原４丁目
 ¥131,139 東京土建一般労働組合品川支部 戸越５丁目
 ¥6,100 今岡 富子 戸越１丁目
 ¥50,000 岡田 信彦 平塚２丁目
 ¥100,000 間瀬 フミ 上大崎３丁目
 ¥2,000 三ツ橋 悦子 大井１丁目
 ¥5,000 島田 悦子 上大崎３丁目
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥4,400 菅野 みよ志 南大井４丁目
 ¥2,900 加増 惠美子 西中延１丁目
 ¥2,300 相内 敏弘 荏原５丁目
 ¥20,000 荏原６丁目町会 荏原６丁目
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ －
 ¥20,000 城 峯雄 南品川３丁目
 ¥100,000 小野 佐一 荏原５丁目
 ¥10,000 リフォームＯＢ会 八潮５丁目
 ¥4,000 小黒 文子 戸越５丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥3,300 小泉 由美子 二葉４丁目
 ¥50,000 戸越四丁目町会リサイクル部 戸越４丁目
 ¥50,000 本村 洋一・博子 小山３丁目
 ¥2,700 山内 壽子 戸越６丁目
 ¥4,200 山内 壽子 戸越６丁目
 ¥6,600 髙橋 眞澄 北品川１丁目
 ¥100,000 東京防犯健全協力会 豊島区池袋
 ¥4,400 左川 辰彦 東大井２丁目
 ¥20,000 横山志ず子 平塚３
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ －
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥400 横畑 昌枝 八潮５丁目
 ¥6,000 蛯沢 節子 八潮５丁目
 ¥1,331 こども食堂ネットワーク募金箱 －
 ¥2,600 藤田 和子 豊町２丁目
 ¥1,200 吉田 隆江 東五反田５丁目
 ¥8,200 吉田 隆江 東五反田５丁目
 － 萩原 路也 －
 ¥4,400 佐藤 綾子 大井５丁目
 ¥5,000 金子 みゆき 二葉３丁目
 ¥20,000 金光教 大崎教会 信徒会 戸越５丁目
 ¥11,633 杉本 伸久 大井１丁目
 ¥10,000 湊 祥子 京都府京都市
 ¥4,100 坂本 洋子 西五反田５丁目
 ¥5,700 上村 きみ子 二葉３丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥100,000 株式会社エイツー 代表取締役 加地 宏行 戸越１丁目
 ¥700 川村 治 東大井３丁目
 ¥100,000 志村 勇一 大井１丁目
 ¥30,000 菅井 良一 神奈川県横浜市
 ¥100,000 エバラネズミコゾウ －
 ¥20,000 馬場 和子 戸越３丁目
 ¥10,000 長谷川 薫 八潮５丁目
 ¥10,000 田久保 京子 西大井３丁目
 ¥3,900 谷岸 麻美子 豊町２丁目
 ¥5,000 アカイシ トモヒロ －
 ¥10,000 加地 宏行 豊町６丁目
 ¥3,000 島崎 妙子 八潮５丁目
 ¥10,000 徳岡 久枝 中延４丁目
 ¥10,000 冨沢 敦子 戸越３丁目
 ¥23,100 宮永 正義 大井７丁目
 ¥20,000 川田 初代 大崎５丁目
 ¥10,000 酒井 邦夫 中延２丁目
 ¥30,000 遠藤 和子 西五反田５丁目
 ¥100,000 中山 正子 北品川５丁目
 ¥4,320 株式会社クオニイツムラーレジャパン　  代表取締役 ビクトーロペス 北品川５丁目

 ¥30,000 キダ ヨウジ －
 ¥3,600 小山 ハル子 戸越１丁目

 ¥4,603 割烹  丸福 西五反田４丁目
 ¥2,224 サンタ フェ 中延３丁目
 ¥2,337 ゼイタク煎餅　中延分店 東中延２丁目
 ¥362 中延商店街振興組合 東中延２丁目
 ¥5,150 ビューティサロン  麗 中延４丁目
 ¥3,771 お惣菜の丸萬 西品川２丁目
 ¥4,863 戸越銀座の洗たく屋 豊町１丁目
 ¥210 有限会社  田中無線 西品川２丁目
 ¥8,955 品川区シルバー人材センター　荏原支部 荏原２丁目
 ¥1,291 スピードクリーナーミュー 小山２丁目
 ¥2,167 竹見酒店 小山２丁目
 ¥6,379 ハタナカ理容所 西大井２丁目
 ¥983 ピュアロマン 小山６丁目
 ¥229 藤本薬局 小山６丁目
 ¥2,935 武蔵小山商店街振興組合 小山３丁目
 ¥550 吉仲ブレッド 小山２丁目
 ¥175 リラックスヘアルーツ 小山３丁目
 ¥566 ギャラリーカメイ 豊町１丁目
 ¥12,834 たばこショップわたなべ 戸越１丁目
 ¥2,090 中華料理　錦華楼 豊町１丁目
 ¥519 ヘアーショップテンオンス 平塚１丁目
 ¥7,592 ほしのベーカリー 平塚１丁目
 ¥100 リド美容室  旗の台店 旗の台５丁目
 ¥1,609 酒井商店 西大井２丁目
 ¥1,473 Ｂａｒｂｅｒ  山口まごころ堂 戸越６丁目
 ¥502 Ｆａｓｈｉｏｎ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｍ＆Ｓ 戸越５丁目
 ¥2,404 御菓子司　越路 戸越６丁目
 ¥578 ヴァンセン美容室 北品川１丁目
 ¥160 サロン ド ヤス 豊町６丁目
 ¥8,621 美容室  ウェーブ 大井５丁目
 ¥24 美容室  ミント 西大井２丁目
 ¥5 ポニー美容室 戸越１丁目
 ¥3,497 ユリ  美容室 西大井４丁目
 ¥389 ロダン 平塚２丁目
 ¥323 品川屋海苔店 北品川２丁目
 ¥55 シルバー人材センター 北品川３丁目
 ¥217 丸屋履物店 北品川２丁目
 ¥48 若素園 北品川２丁目
 ¥1,661 サロンド・ヤエ 南品川１丁目

 ¥5,830 こども食堂ネットワーク募金箱 －
 ¥20,000 城 峯雄 南品川３丁目
 ¥10,000 三上 博志 荏原３丁目
 ¥30,000 向谷２名 －
 ¥200,000 向谷２名 －
 ¥1,100 山田 健 南大井６丁目
 ¥10,000 落合 恒勉 戸越６丁目
 ¥9,300 東京サラヤ株式会社 東品川１丁目
 ¥10,000 松浦 啓雄 二葉３丁目
 ¥5,000 黒川 洋子 小山７丁目
 ¥2,001 品川区明るい選挙推進協議会 広町２丁目
 ¥100,000 立正佼成会 品川教会 二葉１丁目
 ¥4,762 ほっと募金「社協窓口」 大井１丁目
 ¥5,000 機動 保 西五反田２丁目
 ¥3,000 中村 徹 埼玉県蓮田市
 ¥20,000 山内 一浩 練馬区下石神井
 ¥211,915 匿名（19件） ー

果物 本村 洋一・博子 小山３丁目
食品429個 株式会社 トリドールホールディングス 渋谷区道玄坂
紙容器等 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 大崎５丁目

野菜1箱 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

商品券 間瀬 フミ  上大崎３丁目
菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
米6ｋｇ･ふりかけ6袋 おーい！マルシェ 大井１丁目

非常食セット24箱 公益社団法人日本非常食推進機構 理事長　古谷 賢治 三重県四日市市

あま酒1箱・練乳2箱 静岡産直マルシェ 大井１丁目
食品50個 日本航空株式会社 東品川２丁目
米120㎏ 株式会社青野工業 西大井６丁目
株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
米180ｋｇ･菓子10箱 日進工具株式会社 大井１丁目

野菜2箱 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

食器等3000個 株式会社モスフードサービス 大崎２

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

食品306個 日本航空株式会社 東品川２丁目
食品306個 日本航空株式会社 東品川２丁目

野菜2箱 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

菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
フルーツ缶詰類 石光商事株式会社　東京支店 南大井６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

野菜1箱 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

紙おむつ2袋 阿部 芳子  荏原７丁目

野菜2箱 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

菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布

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

食品27個 日本航空株式会社 東品川２丁目
株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿

野菜2箱 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

非常食セット等 公益社団法人 日本非常食推進機構 理事長 古谷 賢治 三重県四日市市

食材 北潟 将和  荏原３丁目
米180㎏・乾麺9箱 日進工具株式会社 大井１丁目
災害備蓄品 小澤物産株式会社 西五反田７丁目

ノート一式 株式会社ＤＫＮ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 代表取締役　出口 卓也 二葉１丁目

食品・消耗品5箱 明治安田ビルマネジメント株式会社 西五反田２丁目
米30㎏ 齊藤 哲榮  戸越１丁目
災害備蓄品 日産東京販売ホールディングス株式会社 西五反田４丁目

野菜2箱 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

食品2箱 株式会社日本アクセス 西品川１丁目
ブランケット600枚 株式会社モスフードサービス 大崎２丁目
食品 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
食品 おーい！マルシェ 大井１丁目
米500㎏ ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 東品川１丁目
菓子一式 株式会社ウィライツ 港区東麻布
食品20箱 コムコ株式会社 文京区湯島
菓子300個・ジュース300個 日進工具株式会社 大井１丁目
菓子497個・マスク等 株式会社大蔵プロパティーＤＡＳ 小山４丁目

野菜2箱 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

米180㎏・みそ煮70個 日進工具株式会社 大井１丁目
食品 株式会社プラコム　代表取締役　柳澤 正弘 東五反田２丁目

食品1箱 株式会社クオニイツムラーレジャパン
 代表取締役 ビクトーロペス 北品川５丁目

食品117個 株式会社トリドールホールディングス 渋谷区道玄坂
フルーツ缶詰類 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
株主優待券・品 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 新宿区新宿
玩具一式 セブンイレブン品川シーサイドフォレスト店 東品川４丁目
おもちゃ4袋 ＮＰＯ法人　歌の力 大井２丁目
食品2箱 株式会社日本アクセス 西品川１丁目

野菜2箱 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

フルーツ缶詰類 石光商事株式会社　東京支店 南大井６丁目
果物 株式会社ジャルパック 東品川２丁目
保温ポット 大畑 康隆  大崎４丁目
食料品一式 東芝テック株式会社 大崎１丁目
米券 花交差点の仲間たち 南大井２丁目

無料職業紹介所（サポしながわ）

お問い合わせ先

〒141-0033 品川区西品川1-28-3
中小企業センター１階
TEL: 03-5498-6357
FAX:03-5498-6358 
（土日・祝を除く 9:00～17:00）

東京都と品川区の支援を受け
概ね55歳以上の方を対象にした、無料職業紹介所です。

品川区、ハローワーク品川の共催で
年に４回開催しています。
そのほかにも、小規模の面接会を随時
開催しています。

合同就職面接会

求職者の方には、就職相談や求人案内、履歴書の書き方などの支援をしています。

企業の方には、求人票の受理、記載注意点などを支援しています。

求職者と企業のニーズをマッチングさせるイベントも開催しています。

１人１人の子供を色々な面から少しでも理
解出来たらと周りの先生方を見ながら、
自分なりにあれこれと失敗しながら挑戦する
ことに今は楽しみとやりがいを感じています。

A
やりがいを感じることを
教えてください。

Q

日が浅く、まだそこまで考えが回りませんが
今はその日その日の目の前のことをしっかり
やって行こうと思います。

A
今後にじのひろばで
やってみたいことはありますか？

Q

品川ボランティアセンターで紹介して
頂きました。

A
にじのひろばを
どこで知りましたか？

Q

ご協力いただき
ありがとうございました。

この年になるまで色々の人にお世話になり
助けて頂きながら来ました。仕事を辞めた
時に自分にできる、少しでもお役に立てる
事がしたいと思いボランティアを考えてい
ました。聞こえはいいのですが結局考えて
みれば人と関わっていたいという自分の為
なんです。

A
ボランティアをはじめた
きっかけを教えてください

Q

にじのひろば
ボランティアの山崎さんにインタビュー
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品川区民のための
区民葬儀・協定葬儀

品川合同葬祭株式会社
東京営業所　品川区西中延 1-8-24

TEL 0120-733-690
（２４時間受付）

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Topics『みどころ』

1 特集 1｜支え愛・ほっとステーション…

発行日 :2023年 2月
発行人 : 社会福祉法人  品川区社会福祉協議会

〒140-0014 品川区大井 1-14-1 大井 1丁目共同ビル 2F
TEL：03-5718-7171　FAX：03-5718-7170
H  P：https://shinashakyo.jp/

No.232しながわ社協だより

Shinagawa Council of Social Welfare

2023年 2月 No.232
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会

編集後記の絵について
品川社協をより身近に感じていただけるよう編集後記では職員のイラストをふれあい作業所の利用者さん
が描いてくれています。 イラストになった職員を社協で見つけてみるのも楽しいかもしれませんね♪

特
集
１

2-3 特集 2｜歳末たすけあい運動 募金報告…

5 ふれあい作業所 染色商品のご案内…
6 ●にじのひろば　

●無料職業紹介所（サポしながわ）のご案内
…

7 ご寄付一覧…
8 さわやかサービス運転協力会員募集 /編集後記…

4… ●品川介護福祉専門学校のご案内
●市民後見人カフェ開催のご報告

編集後記

絵/西大井利用者さん

私が前担当者から染色作業を受け継いだ時は、まるで頭の中は白紙状態。そう！染める前の布
と同じ白の状態でした。期待と不安が入り混じった気持ちで引継ぎをした日を今でも覚えてい
ます。
一度注文が入れば、暑い日も寒い日も、草木の収集や染色作業、水洗い作業を行います。大変
なこともありますが、作業中に聞こえる利用者さんの楽しそうな笑い声や笑顔が私の元気の
源になっています。
もし、お近くでふれあい作業所の商品を見かけたら、そっと商品に耳をあててみて下さい。みん
なの笑い声が聞こえるかもしれません。

さわやかサービスでは、高齢者や障害者など歩行困
難な方を対象に、車いすごと乗れる福祉車両を使用
して外出支援（おでかけサービス）を行っています。
運転が好きな方、空いた時間に社会貢献したい方、
さわやかサービスで活動してみませんか？
問い合わせお待ちしています。

お問い合わせ先
品川区大井1-14-1
TEL: 03-5718-7173
（土日・祝を除く9:00～17:00）

さわやかサービス

支え愛・ほっとステーション
お問い合わせ先

本部 TEL: 03-5718-7186
（土日・祝を除く 9:00～17:00）

支え愛・ほっとステーションでは、だれもが住みやす
い街づくりを一緒に支える「地域支援員」さんを募集し
ています。お近くの地域センターにお越しいただくか、
右記までご連絡ください。お待ちしています。

支え愛・ほっとステーションは地域センターの中に
ある身近なふくしの相談窓口。区民１人ひとりの困り
ごとの解決に向けて一緒に考えるだけでなく、地域
の中におたがいさまのたすけ  　   が広がっていくよ
う地域活動の立ち上げや運営の支援をしています。

愛

今号の

ヒトコマ

大井第三地区に誕生した
「よりみちはらまち」の皆さん

最近同じような
相談が多いなあ、
地域支援員さんや
地域の人たちと
話してみよう。

私の周りでも同
じような話をよく聞くわ、

何かできること
ないかしら‥

福祉車両の運転・付き添い活動内容

1時間 800円（交通費支給）謝礼金

福祉に理解のある18歳以上で運転免許を
お持ちの方（登録時69歳以下、
運転は75歳の誕生月まで）

対象者

1/23（月）、2/24（金）、3/8（水）日程

午後1時～2時時間

品川区社会福祉協議会 3階会議室場所

※登録後、希望者は引き続き入門研修に参加できます。
　（午後2時～3時）
※後日、教習所で運転技能研修（50分）、運転者初任者講
　習会（4時間）、乗降介助研修（1時間30分）の受講が
　必要です。（研修費用はさわやかサービスが負担）

おでかけサービス 運転協力会員募集
協力会員募集説明会

毎回楽しみにしています。
お休みした日は心配して
くれて嬉しかったです。

よりみちに参加のYさん 支え愛職員
よりみちが地域の見守り
の一つになるように運
営のお手伝いをしていき
ます。

喜んでもらえているのが
嬉しいし、私の生活にも
張りが出来ました。

地域支援員Kさん

ふれあい作業所 西大井　原田 絢子

人と話をする機会が
 減ってしまって‥

「よりみち」（身近な
地域の交流の場）が
立ち上がりました！
現在、区内に17カ所の
「よりみち」が
あります。

支え愛・ほっと
ステーションです。

身近なところに
誰もが楽しく交流できる
場所があったらいいよね ！
同じ思いのある人が集まり
話し合いを重ね…職員も
一緒に考えます。

私もそう
思ってた ！

ってどんなところ？
 支え愛・ほっとステーション

よりみち編


