人 を 結 び 地域 で 支 えあう

No. 81

2019年10月 秋号

イメージキャラクター

社会福祉法人 大田区社会福祉協議会

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-49-2
☎ 03-3736-2021 FAX 03-3736-2030
あいちゃん
https://www.ota-shakyo.jp
https://twitter.com/ota̲shakyo おおた社協だより 検索

1面 市民後見人

『蒲田西地区』民生委員児童委員、地域包括支援センターのみなさん

2面 受験生チャレンジ支援貸付事業 他

3面 つどいの場支援事業 他

4面 マンガでみる！成年後見ものがたり 他

市民後見人とは
弁護士・司法書士・社会福祉士などの資格はもたないも
のの、必要な知識・姿勢を身につけたうえで、社会貢献精
神に基づき、成年後見業務を行う一般の方です。
後見人として、ひとりの方を後見受任し活動していただ
きます。 ※家庭裁判所から選任されます。

定期的に訪問し、生活の様子などをうか
がいます。したいこと、困っていることをお
聞きするなど、ご本人の気持ちに寄り添っ
た支援を心がけています。
自宅では、書類の整理や郵便物を確認し、
必要な手続きを行います。定期的に収支状
況を確認し、財産管理も適切に行います。

あなたの力を地域に活かす

主な
内容

翼くん

市民後見人

編集・発行

施設で生活されている方の場合、施設
職員の方々と連携して、安心して過ごせる
ようサポートします。必要書類の手続きを
行い、日頃の様子を確認しています。

後見監督人には社会福祉協議会が就任し
ています。3か月に1回、後見業務の報告書
を提出します。分からないことや心配ごと
は、随時相談しながら対応しています。

おおた成年後見センターで
は、大田区と共に市民後見人の
育成に取り組んでいます。今年
度も養成講習を実施します。興
味のある方は、右記
「説明会」
に
ご参加ください。
※事前申込みが必要です。

市民後見人養成講習 受講者募集説明会
大田区で市民後見人としての活動を希望される方は、
説明会への参加が必要となります。
日時：10月24日
（木）
14時〜15時30分
会場：大田区社会福祉センター6階
申込・問合せ先：大田区役所福祉部福祉管理課調整担当
電話5744-1244
※詳細は、大田社協ホームページでもご覧いただけます。

親族後見人交流会

親族ならではの
想いを共有しよう！

日時：11月20日
（水）
14時〜15時30分
対象：親族の成年後見人・保佐人・補助人になっている方
内容：親族後見人同士の交流会
会場：大田区社会福祉センター6階
申込・問合せ先：おおた成年後見センター 電話3736-2022
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高校、
大学等への進学を応援します
高校、
大学等への進学を応援します

受験生チャレンジ支援貸付事業

塾代・受験
料
の貸付

♪♪

2019年10月 秋号

つ ど い の 場 支 援 事 業♪
♪
「つどいの場」
とは、サロン活動や子ども食堂などの
地域の中で誰もが気軽に集まれる仲間づくりの場の名称です。

中学3年生、高校3年生またはこれらに準じる方
（浪人生等）
の、塾の費用と受験料を貸し付ける東京都の制度です。

塾代：上限20万円、 受験料：中3生27,400円上限、高3生80,000円上限
高校、大学等に入学すると返済が不要になります。世帯の収入が基準以下であること等、

【保険加入】

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。

【活動費などの助成】

社協で保険に加入し、
安心して活動できる
環境を支援します。

今年度の申込期限は令和２年２月７日
（金）
です。

会場費や消耗品費など
活動に係る費用を支援します。
30,000円/年(上限)

昨年度の利用者からの声
今年も3年前も兄弟で利用しまし
た。おかげで2人とも塾に通い、受
験することができました。

子供は合格の可能性の高い大学２校
だけ受けるつもりでしたが、この制
度が利用できたので第一志望もチャ
レンジした結果、合格できました。

問合先：生活相談担当

☎03-3736-2026

双子なので費用はとても大変でし
た。手続きは厳しかったですが、塾
代・受験料の支援はありがたかっ
たです。

8時30分〜17時
（土・日・祝 除く）

『2019夏！体験ボランティア』
に116人が参加しました！

同行援護

視覚障害の方の外出をサポートしています
ガイドヘルパーとして地域で活躍してみませんか？随時募集しています。

◆ガイドヘルパーの仕事の流れ◆
＊体調の確認
＊行き先と行き方の確認

東急バス、ライフコーポレーションなど、区内の様々な団体にご協力をいただい
て、より実践的な研修を行っています。

＊徒歩、電車、バス、
タクシーなどを利用

『夏！体験ボランティア』は、これまでボランティアに興味や関心がありながらも、
活動を始めるきっかけがなかった方や、ボランティアの経験はあるけれど、
新たな活動先を探している方などを対象に、夏の期間を利用してボランティア活動を体験していただこうという企画です。
今年は、大田区内の高齢者や障害者の施設、
保育園やＮＰＯ団体、子ども食堂などにご協力いただき、
100以上の活動プログラムを用意して、
体験希望の申込みを受け付けました。
合計116人、述べ170件の申し込みがあり、
それぞれ希望の活動先でボランティア体験をしました。

区内の企業・学校などにも協力していただいています

移動
東急バスの営業所をお借りして、
乗降の練習

到着
＊散歩、買い物、病院、
講演会、趣味活動、
会議、食事、映画館など
終了

ガイドヘルパーとして働くためには

「同行援護従業者養成研修」
を受講し、資格の取得が必要となります。東京都内
の様々な会場で研修を行っていますので、ご興味のある方はお問合せください。

出発

※地域で区民に対して開かれた活動を通年で概ね月１回以上定期的に行っている団体が対象となります。
その他、詳細につきましてはおおた地域共生ボランティアセンター（☎03-3736-5555）までお問い合わせください。

ガイドヘルパーの声

・ 安心して、楽しく外出できたと言ってもらえるとうれしいです。
・「ありがとう」
と声をかけていただき、またお願いしますと言われると、次も
頑張ろうと思います。

参加者の声①

参加者の声②

初めてのボランティア活動でしたが、関係者の方や利用者
の方が、優しく接してくれて、リラックスしながら、みな
さんとお話することができました。高齢者の方とお話をす
るのは、祖父母以外ではあまりないので、とても良い経験
になりました。楽しく活動出来てよかったです。

園児との遊び相手だけではなく、裏方の仕事などの大変さ
をわかってよかったと思いました。保育士の仕事内容を学
ぶことができて良い経験になりました。

（高齢者施設にて活動

中学2年生）

（保育園にて活動

広告
ライフ西蒲田店での買い物演習

＊体調の確認
＊終了時間や次の予定の確認

同行援護従業者養成研修
（一般課程）
受講生募集
日
時：令和元年10月29日(火)〜31日(木)
参 加 費：20,000円(受講料、テキスト代等)
申込締切：令和元年10月8日(火) 17時必着
会
場：大田区社会福祉センター4階会議室

問合先：障害福祉サービス担当

☎03-3736-5560

自転車が左側に2台
とまっているので、
右側を通ります。

歳末たすけあい・地域ふれあい募金の一部をお見舞金としてお届けします
１ 対象者

（１）
要介護５高齢者の介護人
要介護5
（申請時に65歳以上）
の方を居宅において日常的に介護している方で、令和元年12月31日現在大田区内に在住の方
（要介護者１人につき１件です。）
（２）
重度障害者
身体障害者手帳１級・愛の手帳１度・精神障害者保健福祉手帳１級の手帳をお持ちで令和元年12月31日現在大田区内に在住の方
（施設入所の方は除きます。）
２ 申請方法 所定の申請書に、介護保険被保険者証又は障害者手帳のコピーを添付して、大田区社会福祉協議会に郵送またはご持参によりご申請ください。
申請書は、大田社協、地域包括支援センター、地域福祉課、さぽーとぴあ等で配布しています。
３ 受付期間 令和元年９月21日
（土）
〜11月８日
（金）
４ 見舞金額 本年度の募金金額により決定します。
詳細は、問合先まで 問合先：計画担当

☎３７３６−２０２３ 受付時間 ９時〜17時

高校2年生）

3
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マンガで
みる！
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成年後見ものがたり ② 相 談 編
〈法定後見〉

あらすじ・
・
・母が脳梗塞で入院中。認知症も進んでいる。銀行でお金をおろそうとしたら、本人でないと出来ないと言われてしまった。
この話を知人にしたところ、成年後見制度の利用を勧められたため、おおた成年後見センターを訪ねてみることにした。
おおた成年後見センター

おおた成年後見センター
後見人※ は本人に代わって、
預貯金の払い戻しが出来ます。
他にも入退院の手続きや
施設入所等の契約をすることも
後見人の役割です。

後見人なら母の
お金をおろせると
聞いたのですが・
・
・

正式名称は成年後見人、保佐人、補助人といいますが、ここでは後見人といいます。

おおた成年後見センター

私が後見人に
なるにはどうしたら
良いですか？

※必ずしも候補者が選ばれるわけでは
ありません。

1 2
3 4

原則、本人、配偶者、
四親等以内の親族が
申立てをすることが
できます。

私が申立てできる
のですか？

家庭裁判所で手続き
（申立て）
を
行います。その際後見候補者として
申立てをすることが出来ます。
そして家庭裁判所が適切と
判断する後見人を選びます。

おおた成年後見センター
この窓口で、申立て
書類を用意しています。
一緒に確認して
みましょう。

申立てには、
どんな書類が
必要ですか？
申し立て

つづく

問合先：おおた成年後見センター

☎03-3736-2022

赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします
毎年、10月を中心に自治会・町会、関係団体等に募金活動にご協力いただいております。募金は任意です。たくさんの皆さまの
あたたかいお力添えをお願いいたします。

募金の使いみち
大田区で集められた募金総額の最大65％が、翌年度に地域配分
（Ｂ配分）
として区内の福祉施設・団体に配分され、
残りは全都的な配分に役立てられます。令和元年度の地域配分としては、6月に75の施設・団体に配分されました。
〇配分を受けた施設等

〇配分の対象となった事業

障害者の就労移行・継続支援施設、地域活動支援センター、
放課後等デイサービス、グループホーム、障害者団体、保育所等

備品整備・・・・・・・洗濯機、掃除機、エアコン、防災用ヘルメット、机・椅子、ビニールござ等の購入
（雨よけ）
補修工事等
修理等 ・・・・・・・・オーニング
研修、訓練など ・・・社会生活訓練、社会適応宿泊訓練、講習会等

問合先：庶務担当 ☎03-3736-2021（東京都共同募金会 大田地区協力会事務局）

あたたかいご寄附をありがとうございました
塩川

お名前（順不同・敬称略）

金額（円）

悦男

15,000

東京土建大田支部 はすぬま分会

7,000

宮澤

勇

3,000

小林

忠夫

3,874
70,000

三和電業株式会社

183,804

匿名
（7件）

車いす寄附(自走式2台、介助式3台)
北コンピューターサービス株式会社様

広告

東急線多摩川駅徒歩1分
老人ホームをお探しならご相談下さい

大田区田園調布1丁目52-9ジェミコ1F

大田区社会福祉協議会

会長コラム

令和元年6月1日〜令和元年8月31日

三和電業株式会社様

東京オリンピック・パラリンピックまで、
あと10か月。前回開催された1964年の
東京大会では、高速道路や新幹線、国立
競技場などの社会資本が次々と整備さ
れ、戦後の経済成長を象徴するものとな
りました。
55年の時を経た現在、ボランティアや
地域貢献の意識が高まり、次の東京大会
の運営を支えるボランティアスタッフに、
10万人の募集のところ20万人を超える
応募があったそうです。ボランティアは
「相互実現」
と言われています。この
「人と
人とのつながり」
は、後世に残る財産にな
ることと思います。
大田区は、ホッケーの競技会場やブラ
ジル選手団の事前キャンプ会場になって
おります。東京オリンピックの成功に向け
て、盛り上げていきましょう。
中島 寿美

