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鵜の木二丁目町会
「防災対策プロジェクト」
きっかけ 昨年10月12日の大型台風19号。

大田区でも初めて避難指示が発令されました。

このときの体験から、災害時は計画に基づき落ち
着いた行動がとれるよう「鵜の木二丁目町会防災計画（仮称）」
を作成し、地域全体で共有したいと考えました。

2面に続く⇨

蒲西好きあつまれ！
つどいの場「ひまわり」
（入新井四丁目）

蒲田西
助けあいプラットフォーム
きっかけ 活動のきっかけは、近所の大家さんからの相談でした。

「お店が閉店して空き物件になっている」「防犯面でも心配なので、地域のために使ってほしい」
この温かいご厚意を喜んで受け入れ、入新井四丁目の有志で、つどいの場「ひまわり」をオープンしました。
2面に続く⇨

きっかけ

〜世代を超えて、
分野を超えて、
未来をつくる〜

蒲田西プラットフォームは、地域を支える方々と共に

地域課題の解決や支えあいにつながることを話し合い、チャレン

ジできるような場づくりを目指して立ち上げました。

2面に続く⇨

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、
地域の皆様と力を合わせて大田区の地域福祉をすすめる団体です。
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誰でも、いつでも、何時でも

安心安全な
まちづくりに向けて

つどいの場「ひまわり」
（入新井四丁目 ）

鵜の木二丁目町会
「防災対策プロジェクト」

地 域の人たちで

自治会・町会は、高齢化社会や災害への対応など
地域で支えあうために欠かせない組織です。
いまコロナ禍で、外出制限や在宅ワークなどにより、
あらためて地域の役割を見つめ直す人が増えています。
地域に住むさまざまな人たちと３密を避けながら
どのように活動していくのか、
ICTやSNSの活用など、新しい形での地域づくりを、
大田社協は皆さまと共に考え、取り組んでいきます。

蒲田西について
何でも話し合える場
蒲田西
助けあいプラットフォーム
※蒲田西特別出張所、地域包括支援センター西蒲田、
大田社協の三者協働のプロジェクトです。

立ち上げ 「防災対策プロジェクト」を立ち上

まずはこんなことを話し合いました

げ、防災計画の作成と運用の組織づくりの検

蒲田西地区の特徴・気になること・考えたこと

討を続けています。
一人暮らしの高齢者
が 増えて いるので 、

協力して、６月中旬

色々な人が集まる場

から室内のリフォー

を作りたい

ムを 開 始 。汚 れ た

世代間のギャップ
について若い世
代・シニアの本音
が聞けた。

マットを剥がしたり、

みんなで話し合う

ベニヤ板を壁に打ち付けたり、ほとんどの作

と良い案が出る気

業を自分たちで行い、今年の７月１日につどい
の場「ひまわり」としてオープンしました。

住民をはじめ多くの方
が自由に使える場として、
平日10時から16時まで
開放。絵手紙・習字・手芸

街歩きと防災マップづくり
災害時を想定しながら、
危険箇所の確認や避難経
路の確認をしました。
また、田園調布消防署
の方にご協力いただき、道
路にある消火栓等の防災
設 備も探しながら
歩きました。
今後は、災害時
の支 援 体 制 づくり
の検討をすすめて
いきます。

教室などさまざまな活動

鵜の木二丁目町会 堀江会長

に取り組んでいます。
入新井四丁目町会 深谷会長
「コロナ禍のような状況だ

「防災の基本は“自助”であ
り、そして常日頃のご近所付
き合いから始まり、地域を越
えた多くの方々の連携で一

からこそ、顔の見える関係を
大事にしたい。散歩のつい
でに、買い物帰りに、気軽に
立ち寄ってほしい」

つの輪となり“共助”へ、更に
“公助”へ繋がると信じています。地域のお助け
隊を募集して、共助の力を高めていきたいと
思っています。」

広告

参加団体

がした。

自治会・町会、民生委員、シニアクラブ、大学
機関、ボランティア団体、NPO法人、介護事
業所、社会福祉法人、民間企業等
コロナ禍でつながるって？
新たな生活様式により、人とのつながりをどう
保つかという相談が社協に多数寄せられました。
オンライン形 式
での話し合いなど、
試行錯誤しながら
地 域 の つながり・
支えあいについて
考えていきます。
未来の蒲西を
共創しましょう！
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社協会員募集

皆様からいただいた会費は、ボランティア活動や地域活動を支援する事業に、大切に使用しており

措置（寄附金控除）を受けられるようになりました。なお、控除を受けるには確定申告が必要です。
（詳
しくは右記コードから）

【申込・問合先】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。
計画担当 TEL 03-3736-2023

はじめよう
フード ドライブ！

もったいない を ありがとう へ

ご家庭にある 未利用食品

大募集

「食」を通じた支えあいに参加してみませんか？
寄せられた食品は、必要とする方々にお届けします。

レトルト
カレー

開催日

9/26（土）
・27（日） 受付時間 12：00〜16：00

受付場所 グランデュオ蒲田
お持ちいただきたい食品

3F東西連絡通路

フード ドライブ

注意していただきたい点

●穀類
（米、小麦粉など）

●菓子類
（せんべい、チョコなど）

●調味料
（食用油、醤油、味噌など）

●未開封であること

●賞味期限が2020年12月1日以降

の食品であること

●缶詰

●包装や外装が破損していないこと

●インスタント
・レトルト食品

●アルコール類ではないこと

とは？

ご家庭・企業が持ち寄
り、集まった食品を区
内の子ども食堂や施
設等へ寄付する活動
のことです。

●乾物
（乾麺、のり、豆、海藻など）

●常温保存が可能であること ※生鮮食品は受付できません

●飲料
（コーヒー、ジュースなど）

●お米は精米時期が1年以内であれば

●乳児用食品
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大田区社会福祉協議会は、会費や寄附金、共同募金を原資に、
地域福祉推進事業や福祉活動の支援等を行っています。

コンビニエンス
ます。活動の趣旨にご賛同いただき、社協会員としてご協力くださいますようお願い申し上げます。
ストアでも納付
2020年8月、税額控除対象法人の認可を受けました。それにより、当社協への会員会費及び寄附
できるように
は、所得税・法人税・住民税（大田区）において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇
なりました。

せ
ら
お知

2020年9月 秋号

受取が可能です

※精米時期を記載してお持ちください
※玄米の持ち込みはご遠慮ください

協賛：大田区

【問合先】おおた地域共生ボランティアセンター TEL 03-3736-5555

地域の 絆サポーター 大募集

区内在住の方に、家
事支援やちょっとした
困りごとの手伝いを
行う“絆サポーター”
を募集しています。

会員の種別

会費(年額)

個 人 正 会 員 一口

1,000円

個人特別会員 一口 10,000円
団体賛助会員 一口

3,000円

団体特別会員 一口 10,000円
団体施設会員 一口

3,000円

みんなの声を聞かせて！

せ！ 子ども1000人
目指

アンケート

子どもたちが今、何を考えているか、
その声を大人たちに届けたい。
子ども向けの
簡単なアンケートを集めています。
右記のコードから
アクセスして答えるだけで、
きっと素敵なことがあるかも。
※アンケート用紙は大田社協窓口にも
あります。

アクセスは⇨
こちらから

あいちゃんの 進行中
マスクプロジェクト
8月25日現在、186枚
の手作りマスクが大田社
協に届いております。ご
協力くださった皆様、本当
にありがとうございます！
皆様の思いのこもった手作りマスクは、NPO法人
グッドネーバーズ・ジャパン様へ受け渡し、食料と一緒
にひとり親世帯へお届けします。
いただいたマスクは、今後も福祉施設等にお渡しし
ていきます。

●資格・年齢・経験一切問いません ●短時間でもOK ●謝礼金あります

皆さまが安心して活動できるよう、社会福祉協議会が全力でサポートします。

出張登録説明会を開催します

緊急小口資金・総合支援資金
【特例貸付】のご案内

完全予約制

日程 ① 9月29日（火）場所: 消費者生活センター第四会議室（蒲田5-13-26）
② 10月6日（火）場所: 入新井集会室小集会室（大森北1-10-14 Luz大森内）
③ 10月7日（水）場所: 地域包括支援センターやぐち会議室

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で
生活資金にお困りの世帯への貸付

緊急小口資金【特例貸付】
と総合支援資金【特例貸付】
の受付期間は9月末をもって終了予定です。

（矢口1-23-12 特別養護老人ホームゴールデン鶴亀ホーム内）

時間 各日程ともに13：00〜16：00

※密集を避けるため、1時間ごとに参加定員を設けています。参加を
希望される方は、下記申込先までお気軽にお問い合わせください。

【申込・問合先】おおた地域共生ボランティアセンター

１回目：13：00-14：00（６名まで）
２回目：14：00-15：00（６名まで）
３回目：15：00-16：00（６名まで）

TEL 03-5703-8230

⇧
絆サポーターの
活動内容を
ご覧いただけます

※9月以降に初めて申し込む方
は、緊急小口資金か総合支援
資金のどちらかのみのご利用
となります。

詳しくは
こちらから ⇒

【問合先】特例貸付専用電話 TEL ０３-３７３６-７７７７
※土日祝日を除く 8：45〜１６
：30

広告

広告募集

当会広報紙「社協だより」は、年4回（7・10・12・3
月）各164,000部発行し、区内新聞折り込みのほ
か、公共施設などに配置しております。現在、掲載する
広告を募集しています。詳しくはお問合せください。
サイズ(一枠)
縦６５㎜
×
横８１㎜

掲載料金(一枠)
二面及び三面
四面

備考
２０,０００円 別途

消費税を

３０,０００円 加算
＊この広告収入は、住みやすいまちづくりのための活動
財源として役立てられています。ぜひ、貴店、貴社の
ＰＲをしながら、地域福祉活動を応援してください。

【問合先】社会福祉法人大田区社会福祉協議会
TEL 03-3736-2021
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マンガで
みる！
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成年後見
もの が たり

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
認知症グループホームで生活する父との面会が
禁止になってしまった・
・
・

番 外 編

コロナ禍で
しばらく会ってないな。
元気かな・・・・

グループホームに
写真のお礼の
電話をした。

そんな時、
グループホームから
父の元気そうな
写真が届いた。
会いたいな

グループホームの
提案で Web 面談
パソコン越しの
面談
が実現した。

久しぶりにみる
父の笑顔！
声も元気そうで
安心したわ

父は変わりは
ないですか？
声が聞けたら
いいのに

1 2
3 4

これも新生活様式なのかな
今度は私が手紙を書いて、
季節の花の写真を
添えてみようかな

※どんな時も施設職員や関係者と
相談することが大切です。

【問合先】おおた成年後見センター TEL 03-3736-2022

赤い羽根共同募金へのご協力をお願いいたします
赤い羽根共同募金運動は、東京都共同募金会が主催し、大田区協力会（大田社協内に事務局を設置）
が実施主体となっております。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。

Twitter

もチェック

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2年度は71の施設・団体に配分されました。

https://twitter.com/ota̲shakyo

配分施設等 障害者の就労移行・継続支援施設、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
配分対象
事業

研修・講習会など・
・
・社会生活訓練、社会適応宿泊訓練、研修事業等（団体行動でルールやマナーを学ぶ、一人では外出が
難しい利用者や他者との外出の機会がない利用者への機会の提供等）
備品整備・
・
・消毒保管庫、避難車(ベビーカー)、洗面台、洗濯機、掃除機、冷蔵庫、エアコン、机・園児用椅子など

【問合先】計画担当 TEL 03-3736-2023（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
令和2年7月1日〜令和2年8月31日

お名前（順不同・敬称略）
塩川 悦男
三和電業株式会社
川端 清子
明治安田生命保険相互会社 品川支社
髙瀬 勝也
匿名（3件）

車いす寄附
（自走式２台、介助式３台）
北日本コンピューターサービス株式会社様

金額（円）
5,000
90,000
10,000
473,600
100,000
35,000

大田区社会福祉協議会

会長コラム

コロナ禍で大変な状況が続い
ておりますが、関係団体の皆様は
如何お過ごしでしょうか。緊急事態宣
言が解除されましたが、予断を許さない状況下にあります。
毎年10月に自治会、町会、関係団体の皆様にご協力いた
だいている「赤い羽根共同募金」ですが、今年は大田区自
治会連合会により作成された「地域活動における感染拡大
予防ガイドライン」に基づき、新型コロナウイルスへの警戒
と地域活動を両立させるべく取り組んでまいります。
日頃から積み重ねてきた地域のつながりを活かして、この
苦境を乗り越えてまいりましょう。

明治安田生命保険相互会社
品川支社様

中島

広告

寿美

