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雪谷ひまわり教室のみなさん

翼くん

あいちゃん

地域の力で活動中
子ども食堂『夢あ〜る』共同代表の林さんと浦井さ
ん、子ども食堂を始めたきっかけについて、もともと沖縄
好きがきっかけで出会った仲間で始めたんだよ。
沖縄の伝統芸能を子どもたちに伝える活動で集まっ
たときに「もっと子どもたちのために何かできないか
な」という話がふくらんで『子ども食堂』やってみよう
かってなったんだと話されていました。
その後仲間と家族の協力後を得て、『夢あ〜る』がで
きたそうです。
子ども食堂 夢あ〜る
大田区矢口1-5-4 まーさ金親ビル 1階
第2・4金曜日 18時〜20時 子ども200円

大人400円

主な
内容

1面 子ども食堂応援中
3面 大田区社会福祉法人協議会

子
ど
も
食
堂
応
援
中

おおた成年後見センター
ガイドヘルパーのおしごと
4面 受験生チャレンジ支援貸付 他
2面

子ども食堂の発祥は大田区
子ども食堂は、みんなでくつろいで過ごす場所です。2012年
に立ち上げた東矢口の「だんだんこども食堂」が始まりで
す。地域の方々の熱心な思いから、今では全国に２千か所以
上あります。

おおた社協は
「子ども食堂」
を応援しています
●
「子ども食堂連絡会」を発足しました。
地域で子ども食堂を運営している人たちが交流をし、子ども
食堂の輪を広げるための連絡会です。情報交換や勉強会、食
料の寄附などの情報共有をしています。
●活動中の事故に備えて保険
加入を支援しています。
●
「ふれあい・いきいきサロン」
登録団体として、運営費の一
部を助成しています。
●社協発行の情報誌「ボラン
ティアコミュニケーショ
ン」やホームページへの掲
載など、子ども食堂の広
報、情報発信を行っていま
す。

問合先 おおたボランティアセンター ☎03-3736-5555

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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おおた成年後見センターってこんなところ！

〜認知症や障がいのある方の権利と安心した生活を守ります〜
おおた成年後見センターでは、「成年後見制度推進機
関」として成年後見制度の身近な相談窓口として制度や
手続きに関する様々なご相談をお受けしています。例え
ば成年後見制度の利用をお考えの方に、制度の説明、利
用までの手続き等の支援、制度利用に関するご相談、弁
護士・司法書士といった各種専門家による無料の個別相
談も行っております。
また認知症高齢者の増加などに伴い、成年後見制度の

需要はさらに高まってきています。そのような状況で、
成年後見人の新たな担い手として「市民後見人」が注目
されています。おおた成年後見センターでは、地域住民
による住民同士の支えあいを目指し、親族でも専門職で
もない、「同じ区民という身近な立場」で後見活動を行
う市民後見人の養成を行っています。「市民後見人とし
て活動したい」、「地域で社会貢献をしてみたい」とい
うみなさん、あなたの力を活かしてみませんか？
おおた成年後見センター ☎03-3736-2022

市民後見人募集説明会

成年後見制度の概要や市民後見人の活動、
募集選考等について説明を行います。
○日時：10月24日（水）14時〜15時30分
○会場：大田区社会福祉センター6階（大田区西蒲田7-49-2）
○申込方法及び詳細：下記申込先までお問い合わせください。

大田区福祉部福祉管理課 ☎03-5744-1244

市民後見人養成講習 受講対象
以下のすべてを満たす方
①養成基礎講習の全日程
（平成31年1月〜2月の間の6日間）
に参加できる方
②区内で成年後見業務を行う意思のある方
③平成31年4月1日時点で64歳以下の方

受講を希望される方は必ず説明会にご参加ください！

視覚に障害のある方が安心して外出できるように
〜ガイドヘルパーのおしごと〜

移動支援

情報の提供

利用者にとって安全で快適な外出となるように、
移動の支援を行います。

利用者本人が判断するのに必要となる
視覚的な情報を、的確に伝えます。

段差を上がります。

キャベツが
1個190円です。
半分にカットされたものは
100円です。
どうされますか？

じゃあ
半分のものを
買おうかな。

大田区社会福祉協議会では、
視覚障害者ガイドヘルパーを募集します。
道に咲く花を
ガイドヘルパーから
教えてもらうことで、
季節を感じています。
ガイドヘルパーとの会話も、
ガイドしてもらうときの
楽しみのひとつです。

一人で歩くことに
不安があり、
家にいることが
多かったのですが、
ガイドヘルパーと一緒に
いろいろなところに
出かけるようになって、
楽しみが増えました。

・資
格：同行援護従業者養成研修一般課程を修了した方。
・時
給：1,000円
・申込方法：電話連絡の上、履歴書
（写真貼付）
、修了証明書の写しを
ご持参ください。
大田区社会福祉協議会

ガイドヘルパーの資格は、
「同行援護従業者養成研修」
を受講することで
取得できます。
◇問合先 障害福祉サービス係

☎03-3736-5560
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ネットワークで福祉をむすぶ

大田区社会福祉法人協議会（おおた福祉ネット）

大田区内で高齢・障がい・児童などの福祉施設の運

の中で公益的な活動を行うことが責務となりました。

営や社会福祉事業を行っている「社会福祉法人」の

おおた福祉ネットのネットワークで福祉の縁をむす

ネットワークです。大田区社会福祉協議会も社会福祉

び、それぞれの社会福祉法人が、得意とする能力を持

法人として加入し、その事務局を担っています。

ち寄って協力し、相互の連携を図りながら、大田区ら

平成28年３月に社会福祉法が改正されて、すべての

しい地域共生社会の実現をめざしています。

社会福祉法人は、施設経営等にとどまらず、地域社会

おおた福祉ネットのおもな活動
おおたふくしカレッジ

（福祉人材の確保・育成・定着をめざして）

福祉の課題が複雑化・重層化する中、福祉人材の不足が深刻な
問題となっています。地域で困っている方に福祉サービスを継続
して提供していくためには、働きやすい職場環境をつくり、人材
の定着を図っていく必要があります。法人
同士のネットワークを活かして、相談面接
会を実施し、各法人が実施する研修に参加
しあい、福祉人材の確保・育成・定着を図
っています。

おおたスマイルプロジェクト

（複数法人による強みを活かした新しい連携）

昨年の「ふくしのしごと市（相談面接会）」の様子とチラシ

高齢・障がい・児童などの分野が違う複数の法人が連携して、
地域における公益的な活動をすることを「おおたスマイルプロ
ジェクト」の愛称で推進しています。取組み例としては、ひとり
親家庭の子どもたちが生きる力を身につけるために、社会との接
点をもちながら様々な体験をする子どもの体験型学習支援事業
（れいんぼう）を行っています。各法人が、事業実施、場所提
供、募集手続きなどの役割分担をしながら、できることを出し合
い取り組んでいます。

加入する社会福祉法人や詳しい活動内容については、ホームページをご覧ください。

大田区社会福祉法人協議会

問合先 地域連携係 ☎03-3736-2266

広告

平成30年9月現在
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受験生チャレンジ支援貸付

受験生を応援します！
！
中学3年生、
高校3年生等の受験生のいる世帯（収入基準あり）に
平成31年
塾・受験料の費用を無利子でお貸しします。

2月8日（金）
締切！

所得制限などの貸付条件がありますので、詳細はお問合せください！
問合先

生活相談係 ☎03-3736-2026
相談時間：午前8時30分〜午後5時 月〜金
（土・日・祝除く）

進学、償還免除申請で

返済は不要！

塾の費用
20万円（上限）

受験料
27,400円
（中3）
80,000円
（高3）
（上限）

赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします
お寄せいただいた募金は、児童・障がい者・高齢者施設の備品整備や各団体等の研修や
講習会などに配分されます。みなさまのあたたかいお力添えをお願いいたします。
歴

史

赤い羽根の由来

赤い羽根共同募金は、1947年
（昭和22年）
に、戦争で打撃を受けた福祉
施設や戦災孤児、生活困窮者の支援として始まりました。
70年経った現在は、
「じぶんの町を良くするしくみ」
の合言葉のもと、毎年
10月に自治会町会をはじめとする多くのみなさまのご協力のもとに実施し
ています。

アメリカで水鳥の羽根を赤く染めて寄附の印としていたことをヒントに、
ニワトリの羽根を染めて使うようになりました。
中世のヨーロッパでは、赤い羽根は
「勇気の象徴、善行または功労の印」
で
あったともいわれています。

募金は、自治会・町会、関係団体等のご協力又は、大田社協窓口でお受けいたします。
問合先 東京都共同募金会大田地区協力会 事務局 大田区社会福祉協議会 庶務係 ☎03-3736-2021

ご協力
ありが とう ご ざ い まし た
三和電業株式会社様より、

そうした中、大田社協は、大田区と連携し災害ボランティア活動に参加するた
め、8月2日から6日の5日間、倉敷市に職員を派遣いたしました。猛暑の中での

てご寄附をいただきました。

活動でしたが、激甚災害の状況を目の当たりにし、日ごろの備えや義援金の募金

あたたかいご寄附をありがとうございました
平成30年5月1日〜平成30年8月31日

宮澤

勇

7月の西日本豪雨により被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げま
意を表します。一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

かけに、地域貢献を目的とし

お名前
（順不同・敬称略）
良平

会長コラム

す。また、被災地においてボランティア活動など尽力しておられる方々に深く敬

大田区への事務所移転をきっ

鈴木

大田区社会福祉協議会

ただき、命を守るためにどう行動すべきか家族で話し合っておくことや近隣のみ

6,000円

関係づくりを日頃から心がけて

塩川

悦男

15,000円

橋本

勝利

1,200円
5,000円

東京土建大田支部はすぬま分会
三和電業株式会社

45,000円

野崎

𠮷康

14,669円

匿名
（4件）

234,527円

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

大田区にも多摩川がございます。この機に大田区のハザードマップをご確認い

金額
（円）
11,005円
3,000円

大森西三丁目第五アパート自治会

をはじめ、息の長い支援の必要性を実感したそうです。

なさまと声かけができるような
みてはいかがでしょうか。
今年は、本当に暑い夏でし
た。これから過ごしやすい季節
となりますが体調には十分お気
をつけお過ごしください。
中島

寿美

大田区社会福祉センター

社会福祉法人

大田区社会福祉協議会 ☎03-3736-2021

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター

