平成27年（2015年）

き

く もん

文社協キャラクター「きく文」

●社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、全国・都道府県・市区町村のそれぞれに組織されている民間団体です。
●文京区社会福祉協議会（＝文社協）は1952年に設立し、1963年に社会福祉法人の認可を受けました。
●文社協は区民の皆さんをはじめ、民生委員・児童委員、町会・自治会、地域の関係者等の参加と協力を得て、誰も
が安心して住み続けられるまちづくりのため、様々な事業を通じて地域福祉の向上と充実に努めています。

03-3812-3040
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03-5800-2966 http://www.bunsyakyo.or.jp/

この夏 。体験 してみませんか？
７月下旬から９月上旬にかけ「夏のボランティア体験教室」を開催します。
新しいチャレンジと出会いがあなたを待っています！！
ボランティア活動への一歩を踏み出してみませんか？

花壇づくりボランティア体験中

高齢者施設でレクリエーション参加中

点字って
パソコンで打てるんだ

保育園の子どもたち、
かわいかった
障害のある方と
一緒にお仕事したよ

高齢者の方々と
たくさんお話したよ

小中学生や高校生がたくさん参加しています。

夏ボラへの参加・申込み方法はこちら！！
内

容

夏のボランティア体験教室

日

時

７月25日（土）から９月６日（日）

ジからダウンロードした各申込書

まで（各体験先により異なります）

類に必要事項を記入の上、持参

会

場

申込方法

区内の高齢者・障害者・児童施設、

締

切

ボランティア・NPO団体など
対

象

６月１日（月）から６月30日（火）
まで【必着】

小学４年生〜シニア（※小・中学
生は保護者の同意書が必要）

そ の 他

※詳細は、申込みの際に配布する
「活動先一覧」をご覧ください。

費

用

ボランティア保険料（300円〜）

定

員

体験先により異なります

オリエンテーション（必須）

（※定員は全体で100名程度。応
募者多数の場合は抽選）

センターで配布、またはホームペー

7月24日（金）午前10時〜正午
シビックセンター４階

シルバーホール

夏だけじゃない！！
ボランティアに関する情報満載の
「ココロつなぐボラガイド」
改定版が発行されました！
ココロつなぐボラガイドは、ボランティア、
NPO団体、施設の紹介冊子です。ボランティ
ア活動を始める方の情報誌として、またボ
ランティア活動を受け入れる団体・施設の
活動紹介ツールとしてご利用いただけます。
ボランティア活動に興味のあ
る方、ぜひご活用ください。
配布場所：文京ボランティア・
市民活動センター
ホームページにも掲載して
います
http://www.bunsyakyo.or.jp/

※予備日あり
問 文京ボランティア・市民活動センター（向丘2‑5‑7）

☎3812-3114

音訳版・点訳版の「文社協だより」も発行しております。作成にあたり、「ひまわり朗読会」・
「サークル・六点会」の皆さまにご協力いただいております。
問 総務係 ☎3812-3040
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文京区社会福祉協議会

面
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おしらせ

講座

インフォメーション

イベント

凡例： 日 日時

会 会場

内 内容

申 申込

〆 締切

問 問合せ

〈提供会員とは？〉
４か月から12歳までのお子さんの保育施設・育成室などへの
送迎や提供会員宅での保育など、空いている時間にお子さんのサ

講 座

講習会

6/25㈭ ファミリー・サポート・センター講習会
6/26㈮ ●事務説明・保育講習 ●救命講習

6/27㈯
6/28㈰

師 講師

対 対象

定 定員

￥ 費用

障害者パソコン支援ボランティア養成講座

障害者のパソコン利用を支援するためのパソコン環境設定や操
作等を学びます。
６月27日（土）・６月28日（日）の２日間
午前10時〜午後４時30分（昼休憩を含む）

ポートを行う方のことです。
援助活動時間はおおむね午前６時〜午後10時の間で提供会員

障害者会館会議室

が活動できる時間にお願いしています。

区内在住・在勤・在学でWord・Excelの操作ができる方

●事務説明・保育講習

500円（資料代）

８名

６月25日（木） 午前10時〜午後４時

はがき又はFAXにてお申し込みください。①「障害者パソコン

文京区社会福祉協議会 ２階活動室Ｂ

支援ボランティア養成講座」②住所（在勤者は勤務先住所・在
学者は学校名も記入）③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号を

●救命講習
６月26日（金） 午前９時〜正午

明記

本郷消防署

〒113‑0023文京区向丘２‑５‑７
社会福祉法人文京区社会福祉協議会

上記の講習について

活動センター

提供会員登録希望者
無料

文京ボランティア・市民

FAX：3812‑3016

各10名

５月29日（金）必着

事前に電話で申し込み
ファミリ―・サポート・センター

3812‑3043

文京ボランティア・市民活動センター

3812‑3114

パソコンの持ち込み不可。文社協で用意したパソコンを使用します。

ご親族が亡くなったあと後見人として何ができるのか、何を準
備しておきたいのかを学びます。座談会では参加者同士の意見・
情報交換を予定しています。
６月20日（土） 午後２時〜４時
男女平等センター研修室Ｄ（本郷４丁目８−３）
区内在住・在学・在勤者のうち、後見人として活動されている
親族の方

福祉車両は、車椅子利用の方や歩行に支障のある方でも乗り降
りしやすい車です。
区内在住の車椅子ご利用の方、ケガや障害等により歩行に支障
のある方

①

ガソリン代実費負担（満タン返し）
通院、通所、レジャー、買い物等

貸出車両・定員

①つつじ号（写真①リフト式）
＝車椅子2台、運転手を含め10名

10名（申込順）

②

②さつき号（写真②スロープ式）

５月１8日（月）午前９時から下記問合せ先に電話で
あんしんサポート文京

福祉車両の貸出

使用目的

リーガルサポート東京所属司法書士

無料

貸 出

講 座

6/20 親族の後見人をされている方向け学習会
㈯ 「亡くなった後の事務について」

＝車椅子1台、運転手を含め4名

3812‑3156

③あじさい号（写真③助手席電動スラ
イド・回転シート）

③

相談会

＝運転手を含め4名（車椅子は荷台
に収納）

福祉法律相談・成年後見制度相談

運転手は、利用者が確保してください。

福祉法律相談：福祉サービスの利用に関するトラブルや疑問、高

見つからない場合はご相談ください。

齢者、障害者の日常生活における法的な事柄につ

文京ボランティア・市民活動センター

いて、弁護士がご相談をお受けします。

3812‑3114

第４水曜日 午後１時30分〜３時30分（おひとり30分）

成年後見制度相談：成年後見制度、相続、遺言、財産管理などについて、
弁護士・司法書士がご相談をお受けします。
第１・３水曜日 午後２時〜４時（おひとり１時間）

文京区社会福祉協議会 ２階相談室
福祉法律相談：弁護士
成年後見制度相談：第１水曜

司法書士／第３水曜

弁護士

区内在住・在学・在勤者
無料
福祉法律相談：各回４名
成年後見制度相談：各回２名
下記問合せ先に電話で予約
あんしんサポート文京

3812‑3156

つつじのきれいな季節になりました。
出掛けてみませんか？

文京区社会福祉協議会

面
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文京の地域の力
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〜区内の地域情報を発信します〜

地域福祉コーディネーター通信

注目のこの人‼㉚

区内で活躍する人・団体を、文社協が
地域福祉コーディネーターが、地域に出て
感じたこと、気づいたことなどをご紹介する
コラムです。

インタビューします。

文京映画交流クラブ
Vol.

19
9
地域で映画を通じての交流に取り組んでいる、文京映画交流
クラブの城石さんにお話をうかがいました。
文社協（以下文） 文京映画交流クラブとはどんな団体ですか。

千駄木で新たな居場所
づくりのプロジェクト
が立ち上がりました

A 映画鑑賞を通して感動を共有し、人と人とのつながりを築い
て行くことを目的としています。特にひきこもりがちの人や一

駒込地区地域福祉コーディネーターの浦田です。
今回は新しく立ち上がった千駄木での居場所づくりプロジェクトを
紹介します。
高齢者あんしん相談センター駒込が２か月に１回高齢者の憩いの場
として開催していた「談話室千駄木」を少しだけリニューアルして、
地域の方々とボランティアが実行委員会をつくり「地域の居場所」を
目指して運営をしていきます。どなたでもご参加いただけるお茶のみ
サロンです。

人暮しの高齢者が仲間意識を持てるようにすること、育児中の
母親や外国人が話し相手が見つかるように運営を心がけていま
す。
文 活動内容を教えてください。
A 15人のメンバーで、月に２回の映画鑑賞会を実施し、50名
程度の人に鑑賞して頂いています。最近では、保護者の要望も
あり子供向けの鑑賞会も実施し、地理・歴史・文化等にふれて

「談話室千駄木」

もらい、さらに感想文や絵を描いてもらうなど教育にも繋げて
います。
また、高齢者施設へ定期的に訪問し、鑑賞会を実施して入所
者に楽しんでいただいています。

誰でも気軽にお越しいただけます
お茶を飲みながら、おしゃべりしましょう
日にち ５月24日（毎月第４日曜）
時 間 午後１時30分〜3時30分
会 場 文京千駄木の郷１階ラウンジ
（千駄木５−19−２）
入場時に100円（お茶・お菓子代）

文 城石さんが活動を始めたきっかけを教えてください。
A 地域貢献に関するセミナーに参加して、地域貢献の素晴らし
さを学びました。自分でも何かできないかと考え、趣味である

汐見地区町会連合会の７つの町会の全面協力のもと、実行委員会を
立上げ企画会議を行ってきました。
実行委員会のメンバーは、町会長、民生委員・児童委員、傾聴ボラ
ンティア「ぞうの耳」の皆さん、汐見地域活動センター、高齢者あん
しん相談センターそして地域福祉コーディネーターです。「この企画
が成功したら、他の場所でもやりたいね。」という意見も出ています。
ふらりと寄れる居場所を増やすことができるようにお手伝いしていき
ます。
問 地域福祉推進係
5800‑2942

映画を通して地域貢献していきたいと考え活動を始めました。
文 やりがいを感じることはどのような時ですか。
A ひきこもりの方が、映画を通して人とのふれあいが増えてい
き、元気になっていく姿をみるとやりがいを感じます。
文 今後の活動について教えてください。
A 今後、映画鑑賞会や映画製作を通して、区民の方に生きがい
を持ってもらえるような活動をしていきたいと考えています。
そうすることで、子どもから高齢者までのかかわりも増え、地
域の活性化に繋がるとともに、さらに文京区を「映画のまち」

寄付金・寄付品

（２月〜３月）

にしていきたいと思います。
皆様から頂いたご寄付は地域福祉推進のための事業に使わせていただきます。
ありがとうございます。（敬称略）
＊当会への寄付は一定の条件の下、税法上の控除の対象になります。
寄付者ご芳名
（敬称略）
岡崎薬局（募金箱）
上動五三会
切手グループ

文京映画交流クラブ 代表 城石 武明

080‑5671‑8751

貸 付

受験生チャレンジ支援貸付事業をご存知ですか
受験生チャレンジ支援貸付事業は、一定所得以下の世帯に、学習塾の費用
や受験費用について貸付を行うことによって子ども達の学習意欲をサポート
する事業です。貸付対象の学校に入学した場合、申請により返済が免除（償
還免除）されます。
中学３年生、高校３年生
内 ●貸付要件
課税所得または総収入金額や預貯金等資産保有額が一定基準以下であ
ることや都内に1年以上在住等、一定の要件があります。
●貸付資金の内容
学習塾等の受講料及び大学・高校等の受験料を無利子で貸し付けます。
学習塾等受講料（家庭教師は不可）：中学３年生、高校３年生ともに
200,000円（上限）
高校受験料：27,400円（上限）
大学等受験料：105,000円（上限）
※償還免除には償還免除申請書とともに入学した高校・大学等の在学証明
書等の提出が必要です。
総務係

03‑3812‑3040

/寄付額
（円）
13,214
7,875
300,000

寄付者ご芳名
（敬称略）

/寄付額
（円）

はとや（募金箱）

4,014

原澤 斉

5,000

春木町パークアメニティー

7,000

餃子屋和み（募金箱）

2,112

福祉の店（募金箱）

5,159

コーヒーハウス プラス
（募金箱）

5,504

文京区更生保護女性会

6,144

コシヅカハム(募金箱）

20,242

文京区高齢者クラブ連合会

指ヶ谷町会

30,000

文京区心のふれあいをすすめる会

2,725

スーパーマーケットノムラヤ
（募金箱）

4,368

文京福祉センター親睦会・係長会

10,326

千駄木西寿会

4,193

文京ボランティア・市民活動センター（募金箱）

6,435

田町みのり会

9,519

文京ボランティア・市民活動センター（カレンダー募金箱）

12,889

富坂診療所（募金箱）

2,657

湯島ひまわり会

匿名

3,000

匿名

8,979

鹿鳴館

匿名

7,000

NECネッツエスアイ株式会社

匿名

5,000

匿名

10,000

栗原照夫・幸子

匿名

17,500

サークル・六点会

匿名

2,000

（学）
日本社会事業大学

10,000

37,366

2,938

（学）
立教大学コミュニティ福祉学部

20,400
10,000

（株）
大塚商会

匿名

文具一式・傘
油性マーカー
雑巾
アイマスク
毛糸・カレンダー

問 総務係

3812‑3040

文京区社会福祉協議会

面
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平成27年４月より文京区社会福祉協議会の組織を下記のとおり改編しました。

組織の改編について

詳細については、各係までお問い合わせください。

◆総 務 係

◆ 市民活動支援係

☎03‑3812‑3040

☎03‑3812‑3114（文京ボランティア・市民活動センター）
☎03‑3812‑3043（ファミリー・サポート・センター）

生活福祉資金の貸付、会費・寄付、歳末・

ボランティア・市民活動団体支援、ボランティア保険、福祉教育推進、ファミリー・サポート・

地域福祉たすけあい運動、広報紙等

センター事業、子育て支援事業、災害ボランティア、福祉車両・車椅子の貸出、おちゃっぺ会等

◆ 権利擁護センター

◆ 地域福祉推進係

☎03‑5800‑2942
☎03‑5800‑2941（いきいきサービス）

☎03‑3812‑3156

小地域福祉活動の推進（地域福祉コーディネーター）、ふれあいいきいきサロン、いきいきサー

成年後見制度の利用支援、地域福祉権
利擁護事業、福祉サービスに関する苦
情受付等

ビス、みまもり訪問事業等

シリーズ

66

募金箱のあるお店

今回ご紹介するのは、春日通り沿い、中央大学理工学部の隣に
あります創業400年以上の酒屋「柏屋本店」さんです。
柏屋さんは、日本各地だけでなく世界中のクラフトビールを揃
えています。値札には、各ビールの特徴やおすすめのポイントが
丁寧に書かれているので、どれにしようか……と悩んだ時には、
とても参考になると思います。ラベルや瓶の形がおしゃれなので、
パーティなどで手土産にしてみてはいかがですか。必ず喜ばれる
と思いますよ。
日本酒も北陸三県（富山県、石川県、福井県）の酒蔵とパイプ
があるということですので、これは……というお酒がありました
ら柏屋さんに相談し

改修工事に伴う文京区社会福祉協議会の
移転について
文社協は、文京区民センター工事のため、事務所を移転しました。
皆様にご不便おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

１仮移転の期間
平成27年４月６日（月）から平成28年３月31日（木）まで１年間（予定）
２移転先（旧アカデミー向丘）
所 在 地 〒113−0023 文京区向丘二丁目５番７号
交通機関 地下鉄・東大前（東京メトロ南北線 出口１ 徒歩５分）
・根津（東京メトロ千代田線 出口１ 徒歩10分）
※エレベーターは設置されておりません。
※自動車での来所はご遠慮ください。

てみてください。
店内では、グラス
で生ビールやレモン
サワーの販売もして
います。これからの
移転先
（旧アカデミー向丘）

季節仕事帰りに喉を
うるおしてみるのは
いかがでしょうか。
●（株）柏屋本店 文京区春日１−12−６

3811‑5162
営業時間 月〜土 午前10時〜午後10時 日・祝休み

ご協力ありがとうございます。
募金箱は、縦120×横100×高さ185mmで、レジの横
に配置できるコンパクトサイズです。募金箱を置かせてく
ださるお店を大募集しています。また、地域でのイベント
に募金箱を設置することもできます。お気軽にお問合せく
ださい。
問

総務係

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会 ご案内
〒113‑0023 文京区向丘2‑5‑7

3812‑3040

3812-3040
（代）

告

開所時間

広告募集！

日本医大前
バス停

文社協だよりに広告を
掲載しませんか!!

通り
本郷

１枠
（6センチ×6センチ）
あたりの掲載料
１回
年
年間契約（６回連続）

ヨコ６センチ

祝日を除く月〜金曜

文社協だよりに広告を掲載しませんか。
10万9千部発行で区内全戸配布です。
掲載面は1面と最終面のカラーページです。
掲載料
（消費税8％込）

1面

最終面

43,200円

37,800円

233,280円

204,120円

詳細は下記までお問い合わせください。※広告料収入は地域福祉の推進に活用します。

問

総務係

8：30〜17：15

院

学付属病

大
日本医科

3812 3040

本郷追分バス停

（ボランティア・市民活動
り
通
忍
不

広告掲載枠
参考スペース
タテ６センチ

広

FAX 5800-2966

根津神社
教会
東京聖テモテ

センターのみ第1・3土曜も
開所）

文京学院大学
地震研究所

東大前駅出口２
第六中学

◆発 行 は1/10、3/10、
根津駅出口１

南北線東大前駅

千代田線根津駅
東大農学部

向丘地域
活動センター

東大前駅出口１
セブンイレブン

東大農学部前バス停

通り

言問

5/10、7/10、9/10、
11/10の年6回です。
発 行

社会福祉法人
文京区社会福祉協議会

交番
東大

編 集

広報紙編集委員会

文社協だよりは再生紙を使用しています。

