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私らしい ボランティア活動
大田社協は、誰もが自分らしいスタイルで、

地域社会へ参加できるしくみを、地域の皆さまと一緒に考え、取り組んでまいります。
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『来て見て知って　災害ボランティア』（矢口地区）に参加してくださった
大田区災害ボランティアの皆さん　2022/10/16
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　大田区社会福祉協議会は、「互いに結びあい　共に支えあう　まち」の実現に向けて、
地域の皆さまと力を合わせて大田区の地域福祉を推進する団体です。



広 告

60～70 代、 も活躍中 !

地域で働きませんか
ご家庭のお仕事
        お手伝いします
家事援助、買物、子育て支援、
ごみ出し、除草、電球交換など

0120-200-027

お気軽にご相談下さい
PRキャラクター「シルにゃん」

公益社団法人

大田区シルバー人材センター

会 員募集中

8０代

コロナ禍で働き方が多様化し、
時間に余裕ができた。
地元で何か活動を始めたい。

子どもの手が離れたので、
昔から得意な料理を活かした
ボランティアをしたい。

昔の夢は教師だったが、
他の職に就き定年退職した。
子どもに勉強を教える
ボランティアをしたい。
　

小さな頃から習っている
大好きな楽器で
何かできることはないか。

学習支援のボランティア
高齢施設などで活躍する
特技ボランティア

災害ボランティアはいざというときの地域
の力です。災害が起こった際に生活再建
をいち早く進めるお手伝いをします。

月1回（第3木曜日13:30-15:00）
場所：大田区社会福祉協議会
使用済み切手を換金して
精米を購入し､ひとり親
世帯に配布します｡区内
から集まった使用済み切
手を切り取り､整理する
作業です。

こども食堂のボランティア 興味関心があるボランティア

どこかに出かけたり、集まったりする
ボランティアは難しいけれど、
自宅で一人でできる
ボランティアがあればしたい。

一人でマイペースにできる
ボランティアを探しているが、
何かあるのか。

植栽ボランティアなど

使用済み切手整理ボランティア

月に２回程度高齢者の
お宅を訪問します。玄関
先でのあいさつや会話を
通して､安否確認や地域
の情報を提供します。

趣味や仕事のスキルを活かして社会貢献
をしませんか？音楽の演奏から読み聞か
せ､将棋･麻雀､PC､手芸など、お手伝いが
できる方を募集しています。福祉施設や
イベントで活躍しています。

コロナ禍により、人と人との接触が制限され、

社会との関わりが希薄化する状況が長期化しています。   

  そのことにより、個人の精神面に与えるマイナスの影響が懸念されています。  

一方で、「サードプレイス」（第 3 の居場所）として、

家庭（第 1 の居場所） 、職場（第２の居場所）とは異なる

３つ目の居場所（自分らしく過ごせる、自己実現できる、ゆるい関わり）を  

持ちながら、 心豊かに生活することの大切さが見直されています。

　 ボランティアなどの社会活動も、サードプレイスになります。 

社会貢献というような大きなことではなく、   

自分の好きなことの延長線上で、

     身近な誰かを少し手助けし、感謝され、励まされる、 

 あなたらしいボランティア活動を

 始めてみませんか？

全ての子どもの夢を
応援するために､さま
ざまな団体で､地域の
方が､小学生～高校生
の基礎学力･入試対策
などをサポートしてい
ます｡

認定NPO法人 グッドネーバーズ・ジャパン

ほほえみ訪問

区内の福祉施設で､植物の手入れをする
ボランティアがあります｡自分のペース
で続けることができ､植物に興味がある
方が楽しんで続けられています。

植栽ボランティア

特技ボランティア

災害ボランティア

こども食堂

学習支援

使用済み切手整理ボランティア

フードドライブ食料の仕分けボランティア

花を相手に楽しめます。
水をかけよう、草をむ
しろう、やりたい時に
やれる、そして一緒にも。

ボランティアさんの 声

【高齢者施設でのお話相手や一般就労が困難な障害がある方への
レクリエーション補助】【福祉施設でのボランティア】など
様 な々活動があります。

ほか
   にも

!

Ｒ４年１０月に
災害ボランティアに
登録した鈴木さん太極拳

月2回（第２･第４木曜日13:30-15:00）
場所：大田区社会福祉協議会
地域の方や企業の地域貢献として
（大国屋電機工業株式会社様、株式
会社エクシオテック様）が活動して
くださっています。

令和元年 10月 台風19号の時の
災害ボランティア活動の様子

株式会社エクシオテック

大国屋電機工業株式会社こども食堂でボランティア活動をしている山本さん

使用済み切手整理ボランティアに
参加してくださっている荒木さん

災害時はたくさんの

チカラが必要です。

被災者や地域のため

に、少しでも貢献でき

ればと思っています。

たった1本の風船で、

誰もが笑顔になれる、

一緒に作って楽しめる。

そして私も若返る。

魅力満載バルーンアート！

区内でバルーンアートの
ボランティアをする守安さん

私らしい ボランティア活動私らしい ボランティア活動私らしい ボランティア活動
一人でできる

   ボランティア

趣味をいかすボランティア

地域で活躍する
ボランティア

SDGsを

ボランティアで

始めよう

バルーンアート

年齢、環境に関係なく
子ども達が関わり合える
居場所になっていて子ども
の声をカタチにしようと
人が集い地域を繋ぐ場所に
なっている「こども食堂」に
魅力を感じてボランティアを
しています。

区内で植栽ボランティアをする
なでしこの会  菅野さん

さまざまなボランティア活動がある中で、
より身近に感じたフードドライブの仕分け！
興味を持った多くの社員が楽しみながら
参加しています。

学習支援ボランティアをしているＮPＯ法人ユースコミュニティーの谷内さん

美しい景色の切手を
見ていると、日本中を
旅した気分になれます。
座ってできるボランティア
ということで始めました。
１枚の小さな切手も
大切に扱うようになり
ました。

ご様子を聞きに訪問する
と、いつの間にかこちら
が元気をもらっています。
月に 2 回の訪問がとても
楽しみです。

ほほえみ訪問で高齢者の見守りを続けている鈴木さん
大田区はこども食堂の発祥の地で､現在区内で３０ケ所
以上の食堂があります｡子どもたちを含め､地域の皆さん
の心が安らげる居場所にもなっています｡調理のボラン
ティア､食材･寄付金の協力をお願いしています。

おおたラーメンこども食堂

ボランティアさんの 声

ボランティアさんの 声 ボランティアさんの 声

ボランティアさんの 声

ボランティアさんの 声

ボランティアさんの 声

ボランティアさんの 声

チェックリスト私らしい
ボランティア活動

インターネットでユースコミュニティー
の活動を知り休日を利用して週に
2時間活動しています。
勉強を通して地域の子ども達のサポー
トができればいいと思い始めました。
子ども達から学ばせて貰うことも多く、
一緒に成長できる場所だと感じます。

男性
活躍中

～互いに結びあい 共に支えあう まちの 実現に向けて～

ボランティア募集の
お知らせ

大田区社会福祉センター5階
TEL 03-3736-5555

https://twitter.com/ota_shakyo

おおた地域共生ボランティアセンター
ボランティア担当

大田社協での
ボランティア活動

ボランティア活動についての問い合わせや、

さらに詳しい情報はこちら から

HP､Twitterも更新中！
ぜひチェックして
ください。

ボランティアコミュニケーションを
2か月に1回発行しています。

旬な情報をぜひごらんください。

ＮPＯ法人ユースコミュニティー
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　自治会・町会をはじめとして、今年も多く
の地域の皆様に「赤い羽根共同募金」にご
協力いただきました。心より御礼申し上げま
す。そして、１２月からは「歳末たすけあい・
地域ふれあい募金」が開始されます。「寄付」
は、誰もが気軽に参加することのできる身
近な福祉活動であると同時に、持続可能な
社会をつくっていくためにも重要な取組み
です。地域に暮らす人たちが共に支えあう
社会を実現するため、引き続き皆様方のお力

添えをいただきますよ
うお願い申し上げます。
　今年も１年、様々な方
にお世話になりました。
本当にありがとうござ
います。皆様方におか
れましても、くれぐれもお体にはお気を付け
いただき、良い年が迎えられることを切に
願っております。

中島   寿美

大田区社会福祉協議会 会長コラム

大田社協が目指す
募金が地域で循環するしくみ

歳 末
たすけあい
募 金

地域住民

地域福祉
活動

歳末
たすけあい
運動

活動機会 募金

育成・支援【問合先】計画･組織基盤･人材育成担当  TEL 03-3736-2023

歳末たすけあい運動にご協力をお願いします

里親制度とは 養育家庭さんの声
子どもを迎え入れている養育家庭さんの

メッセージをご紹介します。

　毎年12月１日から、自治会や町会を通じて、ご協力をお願いしております「歳末たすけあい・
地域ふれあい募金」は、心身に重い障害のある方等への見舞金や、ボランティア活動の推進、
生活困窮者への食料支援、こども食堂の支援など、住民が主体となって取り組む地域福祉活動
を支える資金等に活用させていただいています。
　当社会福祉協議会では、募金の一部（地域福祉活動費）を、住民主体の地域福祉活動の質の
向上とともに、新しい地域福祉活動の育成に活用してまいります。

広 告

『受験生チャレンジ支援貸付』
がんばれ！ 受験生！

中学3年生、高校3年生等の、塾の費用と受験料の貸し付けを行っています。

【問合先】生活相談担当  TEL 03-3736-2026
　　　　　 【9:00～17:00（土･日･祝 除く）】
（１２月１７日、１月２１日の土曜日は受け付けます。事前予約制。）

今年度の申込書類提出期限は
令和５年２月３日（金）です。
申込希望の方は
令和５年１月20日（金）までに
ご相談ください。

申込み受付中

世帯の収入が基準以下であること等､申込みには条件があります｡詳細は担当ま
でお問い合わせください｡来所される場合は､事前に電話予約をお願いします。

塾代・受験料の貸付

塾代 高校、大学等に入学した場合、
償還免除申請を行うことで
返済は不要になります！受験料

上限20万円
中学3年生 上限27,400円
高校3年生 上限80,000円

あたたかいご寄附を
  ありがとうございました

大田区シニアクラブ連合会様に
団体特別会員に加入して
いただきました

お名前（順不同・敬称略） 金額（円）
宮澤　勇
塩川　悦男

3,000

明治安田生命保険相互会社 品川支社 246,500
みま～も蒲田 131,518
紺野　博
匿名（2件）

100,000
83,199

10,000

令和4年9月1日～令和4年10月31日

明治安田生命保険相互会社 品川支社様

さまざまな事情で家族と離れて暮らす子供を家庭に迎え
入れて養育する制度です。
東京都には約4000人の子どもたちが親と離れて暮らして
います。里親には特別養子縁組を目的とする養子縁組里親
と一定期間養育することを目的とする養育家庭がありま
す。一時的な保護を必要とする子どもたちが多く、養育家
庭のニーズが高まっています。養育していただく期間は数
日や数か月の短期から数年間の長期の場合もあります。

Tokyo里親ナビ
子どもと里親の
　　暮らしを知るサイト

里親ナビ

里子との生活についてもっと知りたい方へ

東京都品川児童相談所  TEL:03-3474-5442
里親に関するご相談はこちら！

　私は里親登録を
機に仕事を辞めまし
たが、共働きで里親

になる方も増えています。
子どもを迎えることで、生
活は一変しますが、子育て
サービス等を上手く活用し
て、楽しい子育てをしてみ
ませんか？
仲間としてお待ちしており
ます！

どこか不安げだったキミが、
いつしか私を見下ろして
「母さん、大丈夫？」
と、労ってくれる。
あの頃もかわいかったけど、
大きくなっても、
まだまだかわいくて。

あなたを迎えてから我が家にはたくさん
の笑いがあり、騒 し々い毎日。子育ての
喜怒哀楽がどれほど私たちの人生を豊か

にしてくれたことか。里親になるって、ステキね。

　シニア世代の健康づくりや地域貢献に取り組
むシニアクラブ連合会の皆様にご賛同いただき、
社協の団体特別会員に加入していただきました｡
地域共生社会の実現に向けて､地域の皆さまと
共に地域福祉活動に取り組んでまいります。

当事業キャラクター
チャレニャン

「子どもたちに家庭という居場所を」
東京都の里親制度のご紹介

さとぺんファミリー
東京都里親制度PRキャラクター

大田区シニアクラブ連合会ゲートボール大会にて
左から小島様、中島様、吉野社協副会長、伊藤様
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