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大田区更生保護女性会
副会長 横山 智恵子さん

歯科衛生士ボランティアチーム
代表 草間 里織さん

手話サークル大田'90
代表 石渡 眞智子さん

大田区シニアクラブ連合会
副会長 多田 喜代治さん

社協会員と会費
大田社協は、地域のみなさまと一緒に福祉のまちづくりを進め
ている会員組織による社会福祉法人です。
ボランティアなどに参加いただくことと同様に、社協会員とし
て会費を負担する財政支援は、地域福祉活動に貢献する、最も身
近な方法のひとつです。

会費は何に使っているの？
ボランティア活動や地域活動を支援する事業に大切に使用させ
ていただいています。

会員の種別
個人正会員
個人特別会員
団体賛助会員
団体特別会員
団体施設会員

会 費（年額）
一口
1,000円
一口 10,000円
一口
3,000円
一口 10,000円
一口
3,000円

申込及び問い合わせ先
大田社協窓口又は、専用の振込用紙にてお振込みいただけます。

【問合わせ先】 総務課庶務係 ☎03-3736-2021

大田社協は「地域共生社会」の実現に向けて、地域福祉の推進に取り組んでいます。
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「ボランティアをやってみたい」「ボランティアにサポートしてほしい」「わたし
にもできるボランティアってあるの？」・・・そういった声が毎日、おおたボラン
ティアセンターに届いています。学生、シニア世代、外国籍の方など、それぞれ立場
や思いは様々。おおたボランティアセンターでは、ボランティアとして活動したい人
とボランティアの助けを借りたい人が出会うためのお手伝いをしています。
また、サロン活動や子ども食堂のネットワーク
づくりに力を入れ、人と人、グループ同士の新し
いつながりを支援するため、みなさんの集まる場
にうかがって、活動するみなさんの地域への熱い
思いを聞かせていただいています。
そのほか、ボランティア活動に役立つ講座の実
施や助成金をはじめとする各種情報提供を通じ
て、ボランティアとして福祉のまちづくりに参加
するみなさんを応援します！
主な取り組み

ボランティアやサロン活動などの相談、ボランティア保険受付、
各種活動支援のための助成や講座、日常家事・軽度介護サービスなど

☎ 03-3736-5555・03-5703-8230

課

地域福祉推進

無料職業紹介所

大田区 いきいき しごと ステーション
私たちの主な仕事は、概ね55歳以上のみなさまのお仕事探しや働く方を探している企業のお手
伝いをすることです。
窓口には、毎年、延べ2,000人以上もの方がお仕事を探しにみえます。お話を丁寧に伺いなが
ら、就職のアドバイスや企業への問い合わせをするなど、ご希望の仕事が見つかるまで全力でサ
ポートしています。
毎週木曜日(予約制)には、キャリアカウンセラーが応募書類等の添削を行うなど、サポート体制
が充実しているほか、就労支援活動として、面接会や就職支援セミナーを開催しています。
平成29年度実績は、求職者が新規678人、採用実績が275人、就職率が40.6%でした。資格等
の無い77歳の求職者がこれまで保育や清掃関係で約20年間勤めた功績が認められ、調理補助の
仕事に採用された例があります。
健康で明るくまだまだ仕事がしたいと思っている方であれば
年齢を気にせず、ご来所いただきたくスタッフ一同心よりお待ち
しております。
利用される求職者のみなさまが就労することで、社会貢献に
寄与していただきたいという思いで日々業務を行っております。
主な取り組み

就労相談、セミナー年４回、合同就職面接会年２回、予約制就職面接会年４回など

☎ 03-5713-3600

総務課

庶務係

総務課

生活相談係

法人運営事務、社協会員受付、
ご寄附の受領など

教育支援資金、
不動産担保型生活資金の貸付など

☎ 03-3736-2021

☎ 03-3736-2026

総務課

要介護認定調査係
要介護認定の調査業務を行っています。

☎ 03-5703-8233

﹁地域福祉﹂
って？

おおたボランティアセンター

それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう︑住民や福祉の関係者がお互いに協力して地域の
福祉課題の解決に取り組む考え方です︒

社会福祉協議会︵社協︶ってどんな組織かご存知でしょうか？わたしたちは︑社会福祉法１０９条にもとづく住民主体で地域福祉の
推進をめざす非営利の民間組織で︑みなさまからの会費や寄附金︑共同募金等をもとに各種の福祉サービスに取り組んでいます︒
今回は︑そんな大田社協がどんな〝しごと〟をしているのかご紹介いたします︒

課

地域福祉推進

みなさまとともに
﹁地域福祉﹂
をすすめてまいります
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課

地域福祉推進

地域連携係
こんにちは！私たちの係は、昨年４月に新しくできました。
地域の課題が複雑化・深刻化するなか、今やひとつの団体だけで解決を図ることが難
しいことも増えています。
そこで、私たちは名前のとおり、地域での困りごとの解決や地域福祉の推進を様々な
団体との連携を通して取り組んでいます。
地域で活動をしている方々を結び、地域の
課題を共有し、話し合う「場」をつくる「助
けあいプラットフォーム事業」や区内の社会
福祉法人が専門分野を超えて連携するための
「大田区社会福祉法人協議会」の事務局を
担っています。
地域での困りごとや、こんな地域にしたい
といった、みなさまの想いをぜひ私たちにお
聴かせください。
主な取り組み

助けあいプラットフォーム事業、大田区社会福祉法人協議会の運営、
地域担当職員の統括、リボン計画の策定・進行管理など

☎ 03-3736-2266

総務課

おおた成年後見センター
おおた成年後見センターでは、日々様々な相談が寄せられています。例えば
「認知症になったらお金の管理はどうするんだろう？」「自分が亡くなったあと
のことを任せる人がいない…」など、将来のことを不安に感じている方や、ご家
族等に成年後見制度の利用が必要になった方からのご相談が数多くあります。
当センターでは、制度のご案内や手続
きに関する相談援助をはじめ、弁護士・
司法書士等による無料の専門相談を行っ
ています。（予約制）
また、地域での集まり（勉強会など）
に職員がうかがい「老いじたく」や「成
年後見制度」についてお話をする出前講
座も行っています。
どうぞお気軽にご相談ください。

主な取り組み

成年後見制度に関する相談・利用支援、
福祉サービスの利用援助（地域福祉権利擁護事業）、支払い代行サービス、
遺言公正証書作成支援事業、証書等預かりサービスなど

☎ 03-3736-2022

課

地域福祉推進

広告

障害福祉サービス係
視覚障がいのある方が
安心して外出できるよう
ガイドヘルパーの
派遣を行っています。

☎ 03-3736-5560

平成30年6月現在
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ご 協 力ありがとうございました
あたたかいご寄附をありがとうございます。

平成30年2月1日〜平成30年5月31日
お名前
（順不同・敬称略）
東雪自治会チャリティ餅つき大会
大森西３丁目第５アパート自治会
川嶋 登
塩川 悦男
宮沢 勇
泉の会'７４
田園調布商店街振興組合
一般社団法人爽楽社
池上地区民生委員児童委員協議会
鈴木 良平
匿名
（7件）

子どもガーデンパーティ池上会場
で大人気のミンジーカレーの売上金
45,282円を池上地区民生委員児童
委員協議会のみなさまからご寄附い
ただきました。

民生委員児童委員
イメージキャラクター
「ミンジー」

金額
（円）
21,271円
800円
5,000円
15,000円
9,000円
10,000円
68,100円
940,000円
45,282円
11,005円
318,527円

車いすのご寄附をいただきました。ありがとうございます。
なかよし友の会は、平成23年に発

様々な形で地域貢献

足しました。「不用になったものを

させていただきたいと

有効活用し、見える形で地域に活か

考えております。

したい」との思いで、仲間でアルミ

株式会社日本パープル

缶を収集し換金、平成24年から車い
すを大田社協にお届けしています。
地域のみなさまのお役に立ててい
ただければ幸いです。
なかよし友の会 代表

中根 悦子

車いす10台を寄贈いただきました。

大田区社会福祉協議会 会長コラム
大田区シニアクラブ連合会民踊大会におじゃま

事務局長挨拶
４月1日より事務局長に就任いたしました。
地域の福祉的な課題は、社会的孤立や生活困窮など多様化・複

してきました。
120を超えるクラブが参加し、大田区民プラ
ザで5日間にわたり開催されました。この大会

雑化しており、一人で複数の困難さを抱えている人も
多く、一つの取り組みだけでは、限界があると言われ
ています。

のために一生懸命練習をしてきたみなさんの姿

大田社協は、区民主体で地域福祉を推進する立場か

に私も、元気と勇気をいただいたところです。

ら、個々の活動をつなげ、面としてサポートすることが

活力ある社会を、次の世代につなげていくた

できるような地域ぐるみで助けあい、支えあう新たな取組

めには、心身ともに健康であることが大切で

みに挑戦いたします。具体的には「助けあいプラット

す。シニアクラブのみなさんのように、色々

フォーム」や「地域でつくる支援の輪プロジェクト」など

なことにチャレンジしましょう。大田社協も

地域共生社会の実現を視野に置いた取り組みです。

応援しています。

こうした地域における「ソーシャルワーク」を進める際

4月に就任された中原事務局長とともに社協

のキーワードは、3つのwork、「フットワーク」「チーム

職員と役員が一丸となって地域共生社会の実現

ワーク」「ネットワーク」です。職員一丸となって進めて

にむけて頑張ってまいります。

まいります。どうぞよろしくお願いいたします。
中島 寿美

中原 賢一

平成29年度決算及び平成30年度予算の概要は、社協ホームページでご覧いただけます。また、大田社協窓口でも閲覧いただけます。 総務課庶務係☎03-3736-2021

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

