いきいき、わくわく、ふれあいの輪！
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大田区社協
イメージキャラクター
あいちゃん

2020 年

ス

今号のトピック

フードパントリー ＆ フードドライブ

「食」で 広がる支えあいのネットワーク

〒144-0051 大田区西蒲田7-49-2大田区社会福祉センター5Ｆ
開所日時：㈪〜㈮ 9：00〜17：00《祝日･年末年始を除く》
この情報誌
ここからも読めます！

アーケード
東急池上線/多摩川線

東急蒲田駅

川崎

メール：voc@ota-shakyo.jp
HP：https://www.ota-shakyo.jp

バス通り

東口

FAX.3736-5590

JR蒲田駅

TEL.3736-5555

おおた地域共生
ボランティアセンター

西口

おおた地域共生ボランティアセンター

大森

社会福祉法人 大田区社会福祉協議会

TOPICS（今号の特集）

「食」で 広がる 支えあい の ネットワーク

フードパン
フードパントリー
トリー &
&
フード
フードドライブ
ドライブ

フードパントリー＆フードドライブは、ご家庭 や企業、商店などからいただいた食料を、
必要としている方や施設・団体の皆さんに届 けることで、幅広い世代の方々の生活をサポートできる活動です。
あなたも、
「食」を通じた支えあいの輪に参加 してみませんか？

子ども
食堂

フードパントリー って？

フードドライブって？
誰もが、今すぐにでも始められる地域への貢献
活動です。ご家庭や企業の皆さまからいただい
た食料は、地域のこども食堂、児童施設等の福
祉施設、ひとり親家庭などに、皆さまのお気持ち
と共にお届けします。

コロナ禍が続く中、一時的に生活を維持するための収入
を得ることが困難な状況になっている方が増えています。
フードパントリーは、ご家庭や企業の皆さんから食料の寄付
を募り、必要としている方に無償でお届けする活動です。
施設の子どもや
卒業された子どもに!

グランデュオ蒲田での
フードドライブの様子

ひとり親家庭に !

無料で食料を提供するフードパントリー活動
日本航空
（株）
の社員の方もイベントに参加
聖フランシスコ子ども寮

日本航空（株）様よりご寄付を頂きました

NPO 法人グッドネーバーズ・ジャパン

常温保存 ができる食料を
参加されたい 方 へ お寄せください

利用されたい 方 へ 無償 で 食料 を 提供 します
対象の方

実施期間

常時受け付けています。
午前８時30分〜午後５時15分（日曜祝日・年末年始を除く）

実施場所

社会福祉センター５階

（西蒲田7-49-2 ＪＲ蒲田駅西口徒歩１分）

おおた地域共生ボランティアセンター

主な
提供内容

パックご飯、袋麺、缶詰、菓子類、レトルト食品等

※寄付等の状況によって、分量、種類等は、毎回異なります。
※成人の方の、ほぼ一週間分の食料です。

パックご飯、精米、パスタ、調味料、インスタント・レトルト食品、
主に寄付して
いただきたいもの 食料・果物の缶詰、飲料、お茶等の嗜好品、菓子類、乾物、乳幼児食品等

提 供 数

令和２年度は、お一人につき ６回まで提供します。

寄付にあたっての
留意点

提供方法
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一時的な事情により、
食料提供を希望する
（判断される）
方

2020年 10・11月号

大田区社会福祉協議会窓口にて、直接お渡しします。
※エコバッグをお持ちの方はご持参ください。

⬆詳しくは
こちらから

●包装や外装が破損していないもの ●生鮮食品以外のもの ●未開封のもの ●賞味期限が明記さ
れており、２か月以上先のもの ●お米は精米時期１年以内であれば受け付けることができます。
●アルコール類は受け付けておりません。
●大田社協に、
持ち込みまたは郵送にてお預かりします

TEL 03-3736-5555
寄付をされる際は、事前にご連絡・相談ください。 メール
voc@ota-shakyo.jp

⬆詳しくは
こちらから

2020年 10・11月号
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ACTIVITY（お知らせ）

ACTIVITY（お知らせ）

地域と
とつくる
支援 の
の輪 プロジェクト
地域とつくる支援の輪プロジェクトって？

大田区には、
１００を超える団体が、大田区の子どもたちのための地域活動をしています。
その一つ一つの活動が、大田区の子どもたちの将来を支えています。
そんな地域の活動がつながり、大きな支援の輪になって、
子どもたちをあたたかく見守っていくことを目的としています。

000人アンケート！
！
めざせ！こども1

ト

あったかード プロジェクト

小学生〜高校生

あったかードプロジェクト

コロナ禍において、人との関わりが持ちずらくなる中、

① 大田社協ＨＰからアクセスし
【右記コード】、送信
フォームへ入力

人とのつながりを大切にしていきたい思いから、
言葉を通じ心と心をつなぐ『あったかード』を

⬆詳しくは
こちらから

皆さんからいただきました。
募集は
終了
しました

■ コロナでおうちにいる時に困ったことは何ですか
■ 将来、どんな大人になりたいですか？
■ 大人に言いたいこと、して欲しいことはありますか？( なんでもＯＫ
！)

大田区社会福祉センターの５階（西蒲田 7-49-2

JR 蒲田駅西口徒歩１分）の

窓口に来て、「アンケート答えたよ！」と言ってくれれば、

お菓子の詰まった素敵なグッズをプレゼント！
直接窓口に来て、書いてくれてもオッケーです！
職員一同、お待ちしてます！
4
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ェクト
プロジ
中
行
進

9 月 3 日 ~10 月 31 日

■ コロナでおうちにいる時にみつけたステキなことを教えてください

参加特典

マスクを手作りして下さる方を募り、

お届けしました。

② 大田社協窓口でアンケートゲット
質問項目

感染症拡大の影響でマスク不足が続いてたため、

一人親家庭の方を中心に

『子ども 1000 人アンケート』を実施しています。

参加方法

ト

あいちゃんのマスク プロジェク

いただいたマスクは、

その声を多くの大人に届けることを目的に、

参加対象

ご協力してくださった皆様、
本当にありがとうございました！

数多く届けられました。

そんな子供たちの生（リアル）な声に耳を傾け、

間

家ボラ 3大プロジェクト

皆様から、心温まる素敵な作品が

プロジェクトでは、

期

最新
情報

手作り雑巾

ボランティアさんを通じて、
区内高齢者宅へお届けしました。

クト
ェ
ジ
プロ

日々の生活や、施設内の清掃等で、重宝される「雑巾」を、
一つ一つ皆さんの思いを込めて、作っていただきました。
届けられた「雑巾」は、大田社協を通じて、
区内福祉施設等へお届けしました。

募集は
終了
しました

2020年 10・11月号
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INFORMATION(ご案内)

INVITATION（募集）

もしもの時に
『力』
になります
もしもの時に
『力』
になります！
！

緊急通報紹介サービス

大田社協では、ご自宅での体調不良や緊急時に24時間体制で緊急対応する
業者を紹介しています。個人的に契約するよりもお得な料金割引サービスが
受けられますので、ぜひこの機会に検討されてみてはいかがでしょう。

サービス内容

緊急時以外でも、24 時間体制
で業者の専門スタッフが健康や
医療、介護等の相談に応じます。

②職員がご自宅を訪問し、申込書類の記入をしていただきます。

親に万が一のことがあっても、
すぐに帰れない
子世代にも検討を
おすすめします。

④機器設置工事に伺います。
設置が完了したその日から使用可能です。

月額利用料／ 2,500 円（税込）〜

申込・問合先
2020年 10・11月号

子ども支援

話し相手、お茶出し、食器洗い、レクリエーション支援補助など。
※コロナの状況によりお断りさせていただく場合もあります

【日】月〜土 9:30〜15:30の間で相談 午前午後のみでも可
【住】上池台5-7-1
【交】上限500円まで
【問】上池台高齢者在宅サービスセンター
【担】
さいとう ☎3748-6162

お支払方法
金融機関口座からの自動引き落としです。

おおた地域共生ボランティアセンター
電話 3736-5555 FAX ３７３６-５５９０

途上国の子ども支援ならびに、国内ひとり親家庭対象の
フードバンクを実施しています。ご寄付いただいた方へ
お礼状を手書きで書いてくださる方を募集しています。

【日】月1回から、平日13時〜16時の間で2時間程度
（応相談）
【住】大森北2-14-2 大森クリエイトビル3階 【交】
なし
【問】NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン
【担】
ほそかわ ☎6423-1768

自然・環境
東京港野鳥公園内で、野鳥ならびに植物、昆虫など自然観察のお手伝い
【日】毎週 希望の曜日 9:30〜15:00
【住】東海3-1 【募】
５人 【交】
なし
【問】東京港野鳥公園ボランティアガイド
【担】
くろだ ☎080-1385-8601

お茶出し、衣服の配布、簡単なデータ入力作業、備品の消毒作業な
ど、利用者が待ち時間を有意義に過ごせるお手伝い。
【日】毎週 月〜金9:00〜12:30/13:00〜17:30 都合の良い時
【住】山王3-45-3
【交】一律1,000円
（短時間型・機能訓練対応デイサービス）
【問】山王リハビリテーション
【担】
さとう・もり ☎3772-5122
お茶出し、運動サポート、スタッフのお手伝い。運動に励む利用者を
サポートします。
【日 毎週 月〜土9:00〜16:00 （月水金)11:00〜15:00 （火木土）都合の良い時
【住】東雪谷3-4-2
【交】一律1,000円
【問】山王リハビリ・クリニック
（短時間型・通所リハビリ）
【担】
ほんま・ふくしま ☎5754-2672

多文化共生
小・中学生の英会話交流会の運営事務局、イベントの手伝いボランティア
【日】月曜〜金曜の中で週１回程度 11:00〜15:00
【住】西蒲田5-14-13チコハウス101号 【募】
２人
【交】
なし 【問】英会話同好会from OTA
【担】
おぐら ☎6424-5785

絆サポーター 大募集！
サポートを必要としている方の自宅に訪問し、
簡単な家事や困りごと支援を行います。短時間でもOK。
申込みは随時受付しています。男性サポーター大歓迎。
【問】
おおた地域共生ボランティアセンター
【担】
ひじかた・ながほり・うめだ ☎5703-8230

お 仕 事 応 援 イベ ント

※複数のサービス業者から、契約先をお選びいただけます。

③業者から連絡があり、契約内容の説明にお伺いします。

※契約する業者によって異なります。

高齢者施設

①大田社協に電話等で問い合わせの上、お申込みください。

※通報には固定電話回線を使用します。
子世代
回線のない方はご相談ください。

ご利用料金
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健康医療相談

活動を希望される方は、
各施設へ直接電話で
お問い合わせください。

【日】活動日時 【住】住所・活動場所 【募】募集人数 【食】昼食の提供 【交】交通費 【問】問合先 【担】担当者

【日】毎週 月〜土 9:00〜16:00の間の都合の良い時
【住】東雪谷1-13-1
【交】一律1,000円
【問】
ジップ・山王リハビリ
（デイサービス）
【担】
おおぬま・なかい ☎3748-6251

ご利用するまでの流れ

大田区内在住で、
65 歳以上の方か
心身に障がいのある方

ボランティアさん募集

お茶出し、配膳、
レクリエーション補助など、
ゆったりと利用者が楽しく機能訓練するお手伝いをします。

緊急通報装置とペンダント型発信機を貸与します。
ペンダント発信機の通報ボタンを押すと、24 時間
いつでも受信センターに通報され、必要に応じて
緊急連絡先への連絡、救急車の手配、警備員の
駆けつけ等を行います。

利用できる方

大田区の
大田区の

（例）
セントラル警備保障

緊急通報

見守りコントローラーの手放し通
話機能を通じて、コールスタッフ
と会話をすることができます。

あなたにも できることが きっとみつかる！

再就職支援セミナー

無料

社会参加に向けた活動 〜積極的取組〜

社会の中で働くことの意義や心構え、就職
活動の仕方等を経験豊富なキャリアカウンセ
ラーに講義いただきます。シニア世代の方
で「いきいきと社会参加」とお考えの方、
是非ご参加ください。

対象
日時
会場
定員
申込

おおむね55歳以上の方
11月 4日
（水）
13:30〜16:00
大田区消費者生活センター 第５集会室
先着15名 定員になり次第締切り
10月19日より電話もしくは窓口へ

日替り

【4 日間】

無料

予約制就職面接会

毎日求人企業 2 社 × 4 日間で計 8 社の
参加による就職面接会を行います。

日時 11月17日(火)〜11月20日(金)
毎日10:00〜12:00、14:00〜16:00
会場 大田区社会福祉センター 7階
定員 先着30名程度 (面接会当日は面接を受
ける企業数の履歴書を持参してください)
申込 11月 4日(水)より求人案内を公開し
ますので、来所のうえ、面接を希望する
企業との面接時間を予約してください。

※いずれの参加もマスク着用にご協力願います。
※いずれのイベントも「災害等やむを得ない事情によって、中止となる事があります」

申込・問合せ 大田区 いきいき しごと ステーション
電話 5713-3600
月〜金 ( 祝日を除く ) 9:00 〜 17:00

ふくしのしごと市

（福祉のしごと相談面接会）
区内の社会福祉法人の
福祉施設等での仕事に
関するご相談をお受け
いたします。
求人情報は、11 月 13 日
より、大 田 社 協 のホー
ムページにて公開いた
します。
※中止をする場合は、開催 3 日前までに大田社協
ホームページにてお知らせします。

日 時 11月28日
（土） 13:00〜15:30
会 場 大田区役所 201、202、203会議室
申込方法 当日会場へお越しください

申込・問合せ 大田区社会福祉協議会

（おおた福祉ネット事務局）

電話 3736−2023

2020年 10・11月号
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INVITATION（募集）

る！
活かせ

を
あなた

情報やサポートを

もらえる！

施設や

機材を

利用で
きる！

大田社協に
ボランティア団体の
登録しませんか？

大田社協は、地域のさまざまな課題に取り組んでいるボランティア団体の皆さんを
応援するためにボランティア団体の登録を受け付けております。
ぜひ、ご登録ください。

Q.1
？
どんな団体がボランティア登録できるの？

！
！

Q.2
登録料はかかるの？
？
➡団体登録の対象は、地域福祉の向上を目指して活動している団体およ
➡登録は無料です
び企業の社会貢献部門などが対象です。
（法人格の有無は問いません）

Q.3

登録した団体に何かメリットはあるの？

➡ボランティア保険等、活動に応じた保険のご紹介。

➡大田社協が、団体の活動にあっ
たボランティアを紹介したり、
活動先（ニーズ）につなぎます。
➡印刷機・折り機を
無償で利用できま
す。（紙 は ご 持 参
ください・予約は
1 か月前から）

Q.4 登録

するには？

？

お知らせします。
➡団体の活動に役立つ助成金等情報を随時、

➡団体の情報（イベント情報、
ボランティア募集など）を
大田社協のＨＰや広報紙で
広報することができます。
➡大田社協の広報紙をお送りします。

？

（登録料、会費などはかかりません）

➡サロン・つどいの場を月 1 回以上開催している団体
は、サロン保険に無料で加入することができます。
➡イベント開催時のチラシ等に、協力団体として
社協名義を貸出します。（事前相談）
➡社会福祉センター（蒲田駅近く）４階の会議室を
利用できます。（現在は、休止中です）
会議室の利用案内
定員
ボランティア活動室 10 名

！

第 1 会議室

45 名

第 2 会議室

45 名

9:00 〜 12:00 13:00 〜 17:00
無料

無料

700 円

800 円

800 円
700 円
※日曜、祝日、年末年始を除く。

①大田社協 HP から団体登録申請書をダウンロードし、
窓口へ持参もしくは、ご送付ください。
②団体登録申請フォームへ入力、送信。

⬆詳しくは
こちらから

ボランティアコミュニケーション配置ご協力ありがとうございます
大森郵便局／蒲田郵便局／田園調布郵便局／千鳥郵便局／大田東嶺町郵便局／田園調布駅前郵便局／とくもち歯科医院／
マンガハウス萩中公園前店／喫茶色えんぴつ／京浜島勤労者厚生会館／宮下耳鼻咽喉科／東六郷リサイクル･エコ／
東急スポーツオアシス多摩川／ホームセンターコーナン本羽田萩中店／さわやか信用金庫各支店／大田区浴場組合加盟の
各浴場／各車いすステーション
上記のほか、大田区関係施設（特別出張所・図書館・文化センターなど）や区内の福祉施設にも配置しています。

「ボランティア・コミュニケーション」
は偶数月に発行しています。掲載は無料です。次号12・1月号掲載申込み、11月5日まで受付中です。
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