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コロナで学んだ
特集
人とつながることの大切さ
● 困ったときはお互いさま

〜歳末たすけあい募金の使いみち〜 ・・・ 1

● 互いに結びあい共に支えあうまちの実現に向けて

ほほえみ訪問 ※1

地域福祉活動団体助成 ※2
大森交通ボランティア ※3

つどいの場支援事業 ※5

車いす
無料貸し出し※4

※1 65 歳以上の
高齢者宅をボラ
ンティアさんが
月１〜 2 回程度
訪問する無料の
見守り訪問サービスです。
※2 地域をより良くするために
活動している団体を支援しています。

困ったときはお互
いさま

歳末
たすけあい
募金

歳末たすけあい募金 の使いみち

歳末たすけあい募金に
ご協力お願いいたします

〜おおた社協の取り組み〜
・・ 2・3
〜おおた社協の取組み〜・
● マンガでみる！成年後見ものがたり・
・・・・・・・・ 4

※3［大森交通ボランティア］小学生の帰宅
時の交通事故防止のため、交通量の多い
環七や産業道路などで見守り活動をして
います。募金はライト付き誘導棒と帽子に姿を
かえ、地域に役立てています。
※4 区内在住の方で、障がいの有無、年齢にかかわらず、短期
間または緊急に車いすが必要な方に、無料でお貸ししています。
※5 地域の子供たちや様々な人がつどい、息抜きのできる居場所
づくりを行なっている団体への助成を行なっています。

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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〜おおた社協の
取組み〜

新型コロナウイルスの感染拡大で日常生活も仕事も一変した今、多くの人が経済的・精神的に厳しい状況となっています。
そうした中で「おおた社協」は、共同募金による福祉活動への支援をはじめ、高齢者・障がい者・子育て世帯に向けた支援など、さまざまな場面で地域福祉の増進に取り組んでいます。
だれもが住み慣れたまちで安心して生活できるよう、互いに支えあうまちを実現することが私たちの願いです。
食料の手配は、ご家庭、企業・団体の皆さまからの寄附、また区民の
皆さまの歳末たすけあい・地域ふれあい募金が原資となっています。

フードドライブ

がんばれ！
受験生！

ご家庭や企業の皆さまからいただいた食料を、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。
全調食東日本ブロック会様より、大田区の佃煮メーカー
13 社による 22 アイテム 2083 個の佃煮・煮豆を寄
附していただきました。

9/26（土）、27（日）
グランデュオ蒲田にてフードドライブを実施

受験生チャレンジ支援貸付

申込み
受付中

中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯（収入基準あり）に塾の費用と受験料の貸し付けを行っています。

東京田園調布ロータリークラブ様
より、こども食堂などへ体温計、消毒
ジェル、マスクなどを寄附していただ
きました。

塾代

20万円

上限

申込希望の方は
高校、大学等に入学、
令和3年
1月29日までに
償還免除申請で

受験料
中学3年生 上限27,400円
高校3年生 上限80,000円

返済は不要！

必ずご相談ください。

【申込期限

2月5日】

世帯の収入が基準以下であること等、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。
【問合先】生活相談担当 TEL 03-3736-2026【8:30~17:00（土・日・祝除く）】
2日間で147名の方から計
1,074個、414,6㎏の食品
をお寄せいただきました。
本当に心温まるたくさんのご
支援ありがとうございました。

シニアの
仕事探し
応援します！

詳しくは
こちらから➡

皆さまからいただいた食料を
お預かりして、一時的に生活に
困っている方々に無料で配布
しています。
また、こども食堂にも配布して
支援を行っています。

フードパントリー新設
令和 2 年 12 月 1 日より

シニアステーション糀谷
住所 : 西糀谷 4-29-16 ステーショ
ンツインタワーズ糀谷ウエスト 2 階
電話：6423-7033

日常の食料支援
一時的な事情により食料提供を希望
する方に、パックご飯、袋麺、缶詰、菓
子類、
レトルト食品等を提供します。

窓口

●

大田区社会福祉協議会

●

シニアステーション糀谷 11：00〜16：00 配布

概ね

55歳以上の方への
無料の職業紹介
求人情報の
ご案内

フードパントリー

常時開設
毎週日曜

成年後見制度などについて
ご相談に応じます

相談員がていねいに
お受けします！

就職活動
セミナー

こども食堂等を通じた
食料支援

生活上の困りごとを
相談したい！

地域のこども食堂等の
団 体・施 設 を 通じ て、
必要な方に食料を提供
します。

弁護士・司法書士・公証人が、
皆様のお悩みをお聞きします。

詳しくは
こちらから➡

視覚に障がいのある方の
外出時のサポートをします！

こどもたちも
こども食堂と
喜びます！ フードパントリーで
使わせて
いただきます。

将来に備えて元気
なうちに老いじたく
をしておきたい方
への取 組みを行っ
ています。

成年後見制度の総合相談、申立て手続きの
支援、親族後見人の交流会の開催や後見業
務に関する相談を受け付けています。

【問合先】大田区いきいきしごとステーション
TEL 03-5713-3600
【9:00〜17:00（土・日・祝除く）】

老後に備えたい！

物忘れが増えて
色々なことが不安になってきた

就労・起業の
相談

グルメシティ糀谷店にてフードドライブを毎月第3週実施
グルメシティ糀谷店で集まった食料が、フードパントリー
の拠点として新たに加わったシニアステーション糀谷で
活用されます。

⬆詳しくは
こちらから

【問合先】おおた成年後見センター
TEL 03-3736-2022
【9:00〜17:00（土・日・祝除く）】
詳しくは
こちらから➡

視覚障がい者ガイドヘルパーが行うこと

最近は、ホームドアの設置、音声で伝えるスマートフォンアプリの
開発など、視覚障がい者が安心して外出できるよう、ハード面での整
備が図られています。
しかし、葉の色づきなどの季節のうつろいや、
スーパーでのお買い得商品や旬の食材などの情報提供を伴う、ガイ
ドヘルパーによる外出支援は、機械に代えることのできないもので
す。このコロナ禍でも、感染予防をしながら、視覚障がい者の外出
を、多くのガイドヘルパーが支援しています。

安心して
快適な外出が
できるよう
移動をサポート
しています。

各種書類の
読み上げや記入も
行います。

【問合先】障害福祉サービス担当
TEL 03-3736-5560

⬆詳しくは
こちらから

【8:30〜17:15（土・日・祝除く）】

広告

広告募集

自動販売機で地域をもっと豊かに！

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

詳しくは
こちらから➡

第1号
置！
設

売上の一部を、
大田社協が行う
地域の福祉活動に役立てます。

設置にご協力いただける方を募集します。
ご自宅、
アパート・マンションの敷地の一角や店舗・
駐車場などの空きスペースを、自動販売機の設置場
所としてご提供くださる方を募集しています。
● 設置費用や電気料金の負担はありません。
商品の
補充、売上金や空き缶等の回収は業者が行います。

「地域貢献型自動販売機」
の第 1 号が、
仲池上１丁目にあるＪＡ東京中央セレ
モニーセンター内の施設「ＪＡ健康長
寿倶楽部」様のご協力により設置され
【問合先】庶務担当
ました。
TEL 03-3736-2021

詳しくは
こちらから➡

写真左：JA東京中央セレモニーセンター
代表取締役社長 丹野浩成 様
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マンガで
みる！

成年後見 ものがたり

⑤後見人の役割編Ⅱ

あらすじ・
・
・ 母の後見手続きをすすめることになった。おおた成年後見センターで後見人の役割など（社協だより№83掲載）を聞くなかで、
身上配慮義務※1があることの説明を受けた。

は い 。親 族 が 後 見 人 に
なっても、適切な財産管
理と本 人 の 意 思を尊 重
し、かつ本人の心身の状
態や生活状況に配慮する
義務（※1）は変りません。

後見人は手術や延命治療
などの医療同意はできま
せん。他にもできないこと
はありますが、大事なのは
元気な時に本人の意向を
聞いておくことです。

おおた成年後見センター

後見人として行った仕事や財産の
管理状況、ご本人の生活状況など
を定期的に家庭裁判所や監督人に
報告しチェックを受けます。

親族が後見人に
なった場合も
身上配慮義務は
ありますか？

おおた成年後見センター

1 2
3 4

後見人ひとりで抱え込
まずに親族や福祉・医療
関係者と相談しながら
進めるといいですよ。

おおた成年後見センター

その他には
何がありますか？

おおた成年後見センター

ひとりじゃ
ないんですね。

そうなんですね…

次号へつづく

※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。
【問合先】おおた成年後見センター TEL 03-3736-2022

介護保険認定調査員 登録調査員 の募集

大田社協では、介護保険サービスを受けようとする区民の
要介護認定調査を行う登録調査員を募集しています。
次のすべてに該当する方

の資格を有する方
応募要件 ①「介護支援専門員」
②認定調査員研修を修了している方
（修了見込み含む）
応募方法等の詳細は

ホームページに掲載しております。
右記コードよりご確認ください ➡

【問合先】要介護認定調査担当 TEL 03-5703-8233

視覚障がい者ガイドヘルパーの募集
視覚障がい者への「移動支援」
や「視覚情報の提供」
などを行うお仕事です。
応募資格

●

福祉法律相談

予約制
無料

身近な心配ごと、成年後見制度、遺言や相続など
暮らしの中で起きる法律問題について、弁護士や
公証人、司法書士が相談をお受けします。 ※祝日を除きます

毎週火曜日

相談内容

相談員

（第 5 火曜日は除く）

日常生活上の法律問題全般

弁護士

第 3 木曜日

公 正 証 書を活 用した委 任 契
約、遺言、尊厳死宣言、離婚給
付等の相談

公証人

午前 10 時から正午
おひとり 40 分間
午前 10 時から正午
おひとり 30 分間

第1 2 4木曜日
午前 10 時から正午
おひとり 1 時間

成年後見制度の利用方法、
後見人業務の実務等に関する 司法書士
相談

【申込先】おおた成年後見センター TEL 03-3736-2022

同行援護従業者養成研修（一般課程）
を修了した方

※週のうち数日、短時間からでもＯＫです。

応募の詳細はホームページに掲載しております。
右記コードよりご確認ください ➡

【問合先】障害福祉サービス担当 TEL 03-3736-5560

緊急小口資金・総合支援資金【特例貸付】
のご案内
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
受付期間が延長されました。
受付期限

お気軽に
ご利用ください

郵送 :12 月 31 日
（必着）
窓口 :12 月 28 日午後４時まで

【問合先】特例貸付専用電話

詳しくは
こちらから➡

TEL 03-3736-7777

※土日祝日を除く8:45 〜 16:30

あたたかい
ご寄附を
ありがとう
ございました
高橋

令和2年9月1日〜令和2年10月31日
お名前（順不同・敬称略）
宮澤 勇
塩川 悦男
西 孝之
高橋 弘師
匿名（1件）

広告

金額（円）
6,000
15,000
200,000
5,000,000
22,678

弘師 様

大田区社会福祉協議会

会長コラム

コロナ禍にもかかわら
ず、自治 会 町 会をはじ
め、多くの地域の皆様に
「赤い羽根共同募金」に
ご協力いただきました。
心より御礼申し上げます。「歳末たすけ
あい・地域ふれあい募金」についても、
引き続き、皆様のお力添えをいただきま
すよう、
お願い申し上げます。
新型コロナウイルスは、私たちの生活
様式を変化させるとともに、多くの生活
課題を浮かび上がらせてきました。
こう
した課題を地域の力で考え、解決につな
げていくためには、さまざまな地域活動
を育むことに加えて、安定的に活動して
いけるような支援も必要です。皆様から
お寄せいただいた募金は、その費用とし
て活用させていただきます。
大田区社会福祉協議会は、今後も地
域で暮らす皆様に寄り添いながら、共に
支えあう地域社会の構築に努めてまい
ります。大変な状況が続く中ではござい
ますが、来年は皆様にとって良い年とな
ることを願っております。

中島

寿美

