文社協だよりは、文京区社会福祉協議会で実施している事業やイベントのお知らせ、報告等を掲載して
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あなたと地域をつなぐ情報誌

SDGsとは、2030年までに持続可能でよりよい
世界を目指す国際目標。文社協でも、主に
「健

いる、地域の福祉情報紙です。地域の皆さんが安心して暮らせるまちを目指して、皆さんのつながり合い

康・福祉」
「まちづくり」
「パートナーシップ」
を目標

や助け合いをサポートするための情報を発信していきます。

とした取り組みを進めています。

助成団体決定！
課題解決
部門

課題解決
部門

NPO法人サンカクシャ

地域に開かれたカフェを活用した孤立防止のための
つながり作り事業

団体情報はこちら！

ぶんぶく屋上養蜂部

団体情報はこちら！

男性高齢者の継続的な地域参加として準備を進めている養蜂活動。技術
向上に加え、商品開発などで地域の認知を広めるために多様なメンバーの
増員を目指す。

不登校やひきこもり等により地域で孤立している子ども若者との新たなつな
がりを生み出すため、定期的なイベントの実施、区内大学と連携しボランティア
の育成を行う。

課題解決
部門

ぶんぶく屋上養蜂部

一般社団法人グッドネイバーズカンパニー

課題解決
部門

さきちゃんち運営委員会

完成イメージ図

くちビルディングで「食べると笑うを支える仲間の輪」を
拡げようプロジェクト
主体的に取り組めるオーラルフレイル
（口腔機能の低下）
予防活動の創出と
地域の仕組みづくりに向けて、歯科医師会をはじめ、地域団体・活動と協働に
より、認知向上、人材発掘につながる予防イベントを実施する。

団体情報はこちら！

みんながつながる「ワークスペースさきちゃんち」

団体情報はこちら！

中間的就労の機会を提供する等、誰をも包摂する社会の実現をめざすた
め、ひきこもりの実態と課題、対処方法に関する知識と理解を地域で共有
し、当事者も地域住民も気軽に訪れることができる居場所をつくる。
▶団体インタビューは3面へ

Bチャレとは？ Bチャレ（提案公募型協働事業）は、区民や団体による地域課題の解決や地域活性化に向けたチャレンジを、協働で実施することを応援する事業です。
［お問合せ］フミコム

03-3812-3044

2面 INFORMATION［インフォメーション］

〜あなたの暮らしに役立つ講座やイベントのお知らせ〜

１
お知らせ

２

子育てサポーター認定制度 令和3年度
第１回スタンダードサポーター認定研修受講生募集！
！

研修

車いすの貸出
通院や怪我などでの一時的な利用や学習会等にご利用ください。

目的

子ども・子育て支援新制度のスタートとあわせて創設された『子育て支援員研修』

を活用した、文京区独自の研修プログラム『文京区子育てサポーター認定制度』の

①病院施設等への通院、通所等 ②レクリエーション等の参加

受講生を募集します。全４日間修了した方には
「ファミリー・サポート・センター事業」

③怪我、病気等の一時的な利用 ④体験学習等
対象

区内在住・在勤・在学の方

（大人用８台、子ども用１台）
貸出台数 ９台
費用

無料

申込方法

申込事前予約制、電話で下記へ

お問合せ

総務係

03-３８１２−３０４０

などの担い手として地域の子育て世帯のサポートをしていただきます。
日時

①令和3年7月10日
（土）②１１日
（日）③１３日
（火）④１４日
（水） 9：30〜１７
：
００

会場

①②貞静学園短期大学 ③④区民センター

対象

区内在住・在勤・在学の20歳以上の方

定員

10名
（抽選）※参加費無料

申込方法

電話で下記へ

申込締切

令和3年６月1４日
（月）

お問合せ

ファミリー・サポート・センター

３
講演会

ファミリー・サポート・センター講演会
「地域で子どもを見守ることの大切さ」

子どもが育つうえで家族以外の地域の大人に見守られることの大切さ
についての講演会です。

日時

令和3年６月１５日
（火）１０
：
０0〜１２
：
００

会場

区民センター２階 ２-A会議室

講師

西川

対象

区内在住の方

定員

50名
（申込順）
※当日保育あり
（1歳〜未就学児）
、定員5名程度で要予約

正氏
（NPO法人ハンズオン！埼玉 理事）

参加費用

無料

申込方法

電話で下記へ

申込締切

令和3年６月１１日
（金）

お問合せ

ファミリー・サポート・センター

４

高齢者と税金
〜相続税・贈与税を中心に〜

講座

相続税・贈与税についての基礎知識を学びます。

日時

令和3年６月９日
（水）１４
：
０0〜１６
：
００

会場

区民センター2階

講師

税理士 片桐 眞美 氏

対象

区内在住・在勤・在学の方

定員

２５名
（申込順）

2-A会議室

無料

参加費用
申込方法

5月10日
（月）
9:00から電話またはメールで受付

お問合せ

あんしんサポート文京
03-3812-3156

03-3812-3043

ansins@bunsyakyo.or.jp

５
お知らせ

募金箱をお店に置いてみませんか？

６

遺言と任意後見で老いじたく
〜自分と家族が困らないために〜

講座

文社協の地域福祉事業は、寄付（募金箱）、
会費、補助金等を財源として運営していま
す。現在、区内の店舗約80店に募金箱設置
のご協力をいただいています。
お店に募金箱を設置して、文京区の地域福祉
事業を支えていただけませんか？
募金箱は、幅7×奥行14.9×高さ18センチ
で、
レジの横に置けるコンパクトサイズです。
お気軽にお問合せください。

遺言の作成方法・注意点、任意後見制度の概要について学びます。

日時

令和3年７月８日
（木）１４
：
０0〜１６
：
００

会場

区民センター2階

講師

東京三弁護士会所属 弁護士

対象

区内在住・在勤・在学の方

定員

２５名
（申込順）

2-A会議室

参加費用

無料

申込方法

6月10日
（木）
9:00から電話またはメールで受付

お問合せ

あんしんサポート文京
03-3812-3156

お問合せ

総務係

03-3812-3043

ansins@bunsyakyo.or.jp

03-3812-3040

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、上記講座等は内容（日時や開催方法）が変更、中止・延期になることがあります。

Challenge［チャレンジ］
CHALLENGE

いきます・やります

福祉学習

文京区社会福祉協議会職員・福祉団体・地域のボランティアの

方等が、学校や職場へお伺いし、ボランティア講話や福祉学習

のお手伝いをしています。

障害のある方のお話や車いす体験、高齢者擬似体験等を通し

て、福祉について考える機会をつくっています。

プログラム等の詳細は右記のQRコードまたはURLから、パン

フレットをご覧ください。

※内容によっては、お話しされる方の費用が掛かる場合があります。

https://www.bunsyakyo.or.jp/service/volunteer/volunteer_learning/
t
l
i /
［お問合せ］ボランティア支援センター 03-3812-3114

3面

VOICE［ボイス］〜地域を笑顔にする方々の「声」をお届けします〜
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新しい「さきちゃんち」
を
一緒につくりましょう！

Bチャレ
「課題解決部門」
に選ばれた
「さきちゃんち運営委員会」
の八木さんと
亀山さんに、活動の概要や今後の意気込みをお聞きしました。ちなみに
「さき
ちゃん」
は人の名前ではなく、小石川周辺の旧町名
「戸崎町」
から命名されて
いるそうです。

ߐ߈ߜ߾ࠎߜㆇ༡ᆔຬળ
成され、子どもたちがまちの人に見守られながら、つくる・た
べる・あそぶ・まなぶ・くつろぐ場として
「さきちゃんち」
を運営。
初代
「さきちゃんち」
は、2020年3月に建物の建て替えにより
閉館となり、2020年3月26日から、小石川植物園入り口の至近に地域子育て支

さきちゃんち運営委員会 副代表
文京こどもを支えるプロジェクト

プチ

援拠点事業による子育てひろば「さきちゃんちpetit」
に引き継がれました。今回
プチ

かめ やま

つね お

さきちゃんち運営委員会 代表
文京こどもを支えるプロジェクト

亀山 恒夫さん

都市計画事務所でまちづくりに携わったことから、地域
に根ざした活動を開始。
「 多世代が有機的に関われる
まちのあり方」
を探る。

新たにさきちゃんちpetitの事務スペースを利用して多世代型の居場所づくりに
取り組みます。

や

ぎ

しょうこ

八木 晶子さん

生涯学習と地域活動をライフワークとし、地域のつな
がりづくりに取り組む。PTA協議会や幼少中高の出前
授業にもかかわっている。

撮影時のみマスクを外しています
※

地域で子どもにかかわる活動をしたいという有志によって構
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それぞれ、子育てや子どもに関わる活動をしていきたいと考えていたメンバーが、文京区主催のソーシャルイノ
ベーション・プラットフォームのイベントで知り合い、
「子どもたちがまちの人に見守られながら過ごせる場所をつ
くりたい」
という思いを実現するために活動を始めました。地域には
「孤育て」
に悩む親御さんや、さまざまな事情
で家や学校に居場所がない子どもたちがいます。私たちは
「まちのリビング・ダイニング・キッチン
（LDK）
」
と呼ん
でいますが、子どもたちを中心に、その保護者や地域の方々が集まり、みんなで共有し、つながりあえる場所をつ
くることで、誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献できるのではないかと考えています。

これまでの
「さきちゃんち」
での活動の様子
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さきちゃんちの活動や、文京区内で子どもたちを支える活動に取り組む団体や個人の方々と顔を合わせなが
ら情報を共有・連携する
「文京こどもを支えるプロジェクト」
の活動をとおして、子どもたちが置かれている様々
な状況やとりまく環境について学びました。私たちを含め、誰もがちょっとした状況の変化で不登校やひきこも
りなど様々な悩みや課題を抱え、社会的に孤立する可能性があります。子どもたちにも個性がありますし、ご
家庭にもそれぞれ事情があります。ですから、私たちの活動だけでは、すべての人の居場所はつくれないと
思っています。それを自覚したうえで、子どもや若者、地域の方々と共に、対象者をしばらない「ゆるいつなが
り」
の関係性を築ける場づくりの取り組みをしていきたいと思いました。

ワーク
スペー
準備中 ス
です
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今困っている子どもや若者も、そうでない人も、誰もが地域とのゆるいつながりを持つことができる場を開くこと
で、今困っている人の中間的な
「とまり木」のような場として利用できたり、将来なり得る社会的な孤立の状態
を未然に防ぐことができる場にできたらと思います。
ワークスペースは現在準備中で、今後寄付集めやクラウドファンディングにも挑戦したいと思っています。地域
のみなさんと一緒にこの居場所をつくり、育てていきたいと思っているので、ご関心ある方とぜひつながること
ができたらと思っています。
［お問合せ］フミコム

03-3812-3044

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。
寄付者ご芳名（敬称略） ゑちごや
（募金箱） 10,360円 ／ 清宮 光雄 30,000円 ／ 指ヶ谷町会 30,000円 ／ スーパーマーケットノムラヤ
（募金箱） 9,098円 ／ ステージ・エコ実行委員会 3,000円 ／
（公社）
全日本不動産協会東京都本部豊島文京支部

100,000円 ／ 長福会

1,605円 ／ 西丸寿クラブ

3,972円／ 原澤

斎

5,000円 ／ 若竹会

1,527円 ／ 匿名
（3名） 26,000円

＊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。 お問合せ

総務係03-3812-3040

4面

の活動をしてみませんか？

地域福祉コーディネーターと一緒に、地域のコミュニティづくりや住民同士の支えあい・助け合いの場を作ってくださる方を募集しています。
今回は介護予防を目的とした活動への助成金と、地域の課題を解決するための活動への助成金をご紹介します。
皆さんの特技や思いを地域の活動にいかしてみませんか？ 皆さんがお住まいの地区を担当している
地域福祉コーディネーターが皆さんの考えを聞きながら活動の立ち上げや運営をサポートします！

って？？

って？？

介護予防を目的に、体操だけでなく吹き矢やカーレット、
ウォーキングなどが行われています。
また、参加者同士が
交流しながら助けあえる場を作っています。

ウォーキング

体操

家庭や学校、地域の課題の解決に向けて地域の皆さんが
行う活動です。
これまでに、外国にルーツを持つ方や精神障害、
多胎児育児などに関する活動が行われています。

ひきこもり状態の人と
家族の居場所

外国にルーツを持つ
子の学習支援

サロンぷらす 活動条件

かよい〜の 活動条件

・月1回以上の開催
・区民の参加者が5名以上
・スタッフが１名以上 など

・週1回以上の開催
・65歳以上の区民の参加者が5名以上
・スタッフが2名以上 など

詳しい条件や手続きについては地域福祉コーディネーターにお気軽にご相談ください。
※申請から決定まで2週間ほどかかる場合があります。
［お問合せ］地域福祉推進係

夏
ぼら

2021

03-5800-2942

夏のボランティアに参加してみませんか？
昨年度休止させていただいた
「夏のボランティア体験教室」は、
スタイルを変えて実施予定です。
新型コロナウイルスの感染拡大以降、対面でのボランティア活動が制限される状況
が続いています。

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
﹁音訳ひまわり﹂﹁サークル・六点会﹂
の皆さまにご協力いただいております︒

9ROXQWHHU
ZRUN


今年の夏は、今までと違ったカタチの「夏のボランティア=夏ぼら」を展開していき
ます。施設でのボランティア体験中心のプログラムから、ボランティア入門的な体験
や自宅でできるボランティア活動体験に刷新し、
６月中旬にリリース予定です。
開催に関する詳細は、文社協HP(https://www.bunsyakyo.or.jp/)のお知らせで公開させていただきます。
［お問合せ］ボランティア支援センター

社会福祉法人文京区社会福祉協議会
文京区社会福祉協議会
（文社協）
は、様々な事業を通じて、文京区の地域福祉の向上と充実に努めている非営利の

民間団体です。地域の皆さんが主体的に取り組み、支えあえるまちづくりを、地域の皆さんをはじめ、民生委員・児

童委員、町会、自治会、地域福祉関係者・関係団体と一緒に進めています。
［開所時間］
8時30分〜17時15分
（祝日を除く 月〜金）
〒113-0033 文京区本郷4-15-14 文京区民センター4階
URL https://www.bunsyakyo.or.jp/
広

告

TEL. 03-3812-3040 FAX. 03-5800-2966

本紙に掲載されている広告についての詳細は広告主までお問合せください。

スマートフォンはこちら

03-3812-3114

