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毎月 15日発行 
Vol.270 

2018年 12月号 

発行： 社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会 

豊島ボランティアセンター 

〒170－0013 豊島区東池袋 1－39－2 区役所東池袋分庁舎 4階 

TEL 03－3984－9375  FAX 03－3981－2946 

Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

URL http://toshima-shakyo.or.jp  

月～金曜日 8：30～17：15（土日・祝日・年末年始は休み） 

 

高齢者元気あとおし事業説明会 

 

「高齢者元気あとおし事業」は、区内の老人ホームやデイサービス等の介護保険施設で 

一定の活動を行うことで自身の介護予防とお互いに支え合う元気な地域社会をめざす 

事業です。活動するとスタンプがもらえ、貯まったスタンプ数に応じて換金できます 

(年間上限5,000円)。活動内容は、利用者さんの話し相手やお茶出し、食事の配膳、 

シーツ交換、洗濯物の整理などです。皆さんも、活動を始めてみませんか？ 

ぜひ、お気軽に説明会へご参加ください。 

日時：2019年2月1日(金)10：30～11：30 

会場：豊島区民社会福祉協議会 会議室 

(東池袋1-39-2 豊島区役所 東池袋分庁舎3階) 
◆定員：20名(先着順、要事前予約) 

◆対象：①60歳以上の健康な豊島区民、②豊島区介護予防サポーター養成講座修了者、 

①か②いずれかに該当する方 

◆その他：説明会終了後、本事業の参加申し込みを受け付けます。 

※希望者は、「健康保険証」や「運転免許証」など、住所と生年月日が確認できるものをご持参

ください。確認できない場合は、手続きできませんので、お気を付け下さい。 

【申込・問合せ先】豊島ボランティアセンター TEL 03-3984-9375 
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ボランティア募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜施設・団体＞ 
 

日本語サークル 
外国の方々とお話をしてみませんか？中国はもちろん世界

中の方々と会話をします。何気なく話している日本語がお

役に立ちます。毎週でなくても結構です。来られる時だけ

でも。お気軽に直接おいで下さい。 

▼内容：外国の方々との会話、日本語学習のサポート 

▼日時：①毎週火曜日(祝日は休み)19：00～21：00、 

②毎週土曜日(祝日は休み)14：00～16：00 

▼条件：高校生以上 

▼持ち物：筆記用具 

▼活動場所：東部区民事務所3F(大塚駅) 

▼その他：参加申込みの連絡不要。直接会場へ(初回のみ

簡単な説明があるので、15分前に会場へ)。 

▼問合せ先： 

 ①火曜日本語サークル 担当：キヨムラ TEL 3935-0056

②土曜日本語サークル 担当：西 TEL 3917-5874 

 

 

 
 

荒川クリーンエイド・フォーラム 
生物へのからみつきや誤飲・誤食・マイクロプラスチック

問題は食物連鎖を通じて人体への影響が懸念されています。 

河川ごみ問題は、誰でも簡単に、すぐに取り組めます！ま

ずは、荒川流域各所で行われる荒川クリーンエイドに参加

してみましょう！ 

▼内容：ごみ拾い 

▼日時：随時(HPで確認) 

▼場所：荒川河川敷 

▼持物：軍手、タオル、飲物(水筒)、帽子、汚れてもいい

服装（長袖・長ズボン）、運動靴や長靴など 

▼問合せ先：非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォー

ラム TEL 3654-7240 FAX 3654-7256 

 Eメール renraku@cleanaid.jp 

  URL http://www.cleanaid.jp/ 

 

東京グレートサンタラン2018 
およそ5,000名が冬の神宮外苑にサンタクロース姿で大集

合！収益金の一部を活用して国内外の子どもたちの医療支

援を行います。一緒にTokyo Great Santa Runをつくってい

きましょう。皆様のご応募、心よりお待ちしております！

【ボランティア】 

▼内容：受付、誘導、ステージサポート、参加者サポート 

▼日時：12月23日(日)9：00～16：00（集合8：45） 

▼条件：中学生以上、日本語が話せる事、野外での活動が 

できること 

▼服装：運動に適した服装・各自防寒対策 

▼活動場所：明治神宮外苑軟式野球場・一部サイクリング

コース(外苑前駅) 

▼定員：中学生30人まで、高校生・大学生・社会人210人 

まで 

▼その他：弁当および交通費として一律1,000円分の図書カ

ードを支給 

【チャリティーランナー】 

▼内容：サンタクロースの衣装に身を包んだ参加者が神宮

外苑の周回コースをランニング。参加費の活用で国内外

の子どもたちの医療支援。 

▼日時：12月23日(日)11：00～15：00(受付開始10：00) 

▼コース：明治神宮外苑 軟式野球場の周囲を2周ランニン

グもしくはウォーキング(2.4km) 

▼定員：一般4,000名、チャレンジ招待1,000名(先着) 

▼参加料金：①自分でサンタ衣装用意・大人4,320円、学生

2,160円、ジュニア(3歳～中学生以下)1,080円 

 ②サンタ衣装付き・大人5,400円、学生3,240円、ジュニ

ア(3歳～中学生以下)2,160円、③チャレンジ招待・500円 

▼参加資格：③のみピープルツリーに参加すること・小学

～大学・専門学校・大学院生・サンタの衣装着用 

▼その他：衣装は手作り・既製品不問 

▼問合せ先(共通)：認定特定非営利活動法人フリー・ザ・

チルドレン・ジャパン 担当者：フクイ TEL 6321-8948 

Eメール info@ftcj.com 

【チケットに関する問合せ】 

 TEL 0570-06-9911(10：00～18：00・土日含む) 

 URL http://eplus.jp/qa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動までの流れ 
施設･団体での活動の場合 

①活動を希望する「連絡先（担当者）」へ直接連絡を入れる。 

②質問事項等があれば事前に伝え、面接日等の確認をする。 

個人の場合 

①当センターで、職員から詳細説明を受ける。 

②職員が顔合わせの日程調整を行う。 

③職員同席のもと、募集者と直接会って活動内容の確認や今

後の予定等について話し合う。 

④顔合わせが無事に終了したらコーディネート成立！ 

お互いの連絡先を交換する（以降、連絡は直接行う）。 
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東京国立博物館 
平成31年4月から3年間活動するボランティアを募集します。

あなたもトーハク(東京国立博物館)のボランティアとして

活動してみませんか？ 

▼内容：①基本活動(必須）･･･体験コーナーの運営･館内各

所でのお客様案内･ギャラリートークなどの補助･職場体

験の生徒のオリエンテーション等、②登録制基本活動･･･

ワークショップ運営補助･イベント運営補助･バリアフリ

ー・スクールプログラムなど、③自主企画活動･･･ガイド

ツアー･ワークショップ･お茶会･ワークシートの作製など 

▼日時：①②③月2回以上 

▼活動場所：当施設(鶯谷駅) 

▼対象者：❶平成31年4月1日現在18歳以上、❷1ケ月に2日

間以上、固定の曜日に基本活動可、❸研修(※)をすべて

受講、❹平成31年4月から3年間継続活動可、❺東京国立

博物館が好きで、ボランティアについて正しく理解し、

協調性を持ち、来館者のための活動可、❻日本語による

コミュニケーションに支障なし、の全てを満たす方。 

※平成31年4月6日(土)、7日(日)、13日(土)、4月16日 

(火)～28日(日)のうち活動曜日に該当する1日(全て終日) 

▼募集人数：50名程度 

▼受付期間：平成31年1月10日(木)17：00必着 

▼応募方法：専用の応募用紙に記入、顔写真添付、切手を

貼付した返信用封筒を同封の上、郵送 

▼その他：書類選考後面接による2次選考あり 

▼問合せ先：東京国立博物館ボランティア室 

 〒110-8712 台東区上野公園13-9 

TEL 3822-1111 

 

おもちゃの図書館｢あいじえん｣ 
大塚にあるおもちゃの図書館｢あいじえん｣でボランティア

をしてみませんか？障がいのあるお子さん、ないお子さん

と一緒におもちゃで遊びながら楽しい時間を過ごします。 

開館日にお手伝い下さる方、おもちゃの修理等をして下さ

る方、手作りのおもちゃを作って下さる方、大歓迎です！ 

お気軽にご連絡ください。 

▼内容：障がいのあるお子さん、ないお子さんとの遊び  

相手等 

▼日時：毎月第2第4月曜日 午後12：40～15：30（祝日は 

休み）  

▼条件：高校生以上 

▼活動場所：福祉財団ビル3階中央愛児園内 おもちゃの 

 図書館｢あいじえん｣(大塚駅) 

▼その他：活動しやすい服装(ボランティアの方専用のエプ

ロンを着用して活動)、ボランティア保険加入必須。 

▼問合せ先：全国心身障害児福祉財団事務局  

担当：原 TEL 5927-1284 FAX 5927-1281 

 Eメール gyoumubu@shougaiji-zaidan.or.jp 

 

 

 

 

 

風かおる里 
高齢者施設で、ボランティア活動をしてみたい方、興味が

ある方、是非、風かおる里へ来てください。ボランティア

コーディネーターが皆さんの窓口で待っています。 

▼内容：①入浴後の利用者の髪の毛を乾かす作業(整容) 

 ②昼食時の下膳 

▼日時：①月･火･木･金(全日でも曜日指定でも可)、 

午前10：00～11：30 午後14：30～16：30（応相談） 

②火･金(応相談)、12：00～14：00 

▼持ち物：上履き 

▼活動場所：当施設2・3階 

▼対象者：大学生～高齢者まで、男女不問  

▼募集人数：①②共に各曜日・時間1～2名(2名の場合フロ 

ア別) 

▼問合せ先：風かおる里 担当：小島･内藤 

TEL 5982-1021 FAX 5982-2105 

Eメール kaze@toshimaj.or.jp 

URL http://www.toshima.or.jp/ 
 

東池袋桑の実園 
｢あなたでよかった｣｢ここでよかった｣をモットーに運営し 

ています。特別養護老人ホームに入居中の方々への楽しみ 

を増やすために、ボランティアとしてお手伝いしていただ 

けませんか？設立3年の施設です。今年からボランティア 

活動も含め、様々活動をしていきたいと思っていますので、 

まずはお電話ください。 

▼内容：①生活ボランティア(会話、活動補助、理髪など)、

②余興ボランティア(演奏、歌、手品など)、③活動ボラ

ンティア(生花、書道、絵手紙など) 

▼日時：10時～16時の間で2時間程度(応相談) 活動内容に 

より変更可。 

▼条件：特になし。継続できる方歓迎。 

▼活動場所：当施設(大塚駅)  

▼募集人数：10人程度 

▼問合せ先： 東池袋桑の実園 担当：重光（しげみつ） 

TEL 5928-1360  

Eメール higashiikebukuro@kuwanomien.jp 

URL http://www.kuwanomien.jp/ 
 

新大塚みんなの広場 
2018年4月にオープンした｢新大塚みんなの広場｣は、地域の

大人が子どもを見守る放課後の居場所です。新大塚駅そば

のお寺、遠妙寺の自彰会館で月2回程度、ゆるやかに開催し

ています。一緒に子どもの安全を見守ってくださるボラン

ティアの方を募集しています。地下鉄丸ノ内線新大塚駅付

近にお住まいの方、大歓迎です。一度見学に来て下さい。 

▼内容：子ども(主に小学生)の見守り、イベントの準備な

ど。 （ボランティア保険加入済） 

▼日時：不定期。12月21日(金)、1月7日(月)、25日(金)、 

2月5日(火) 全回でなくても可。 

▼活動場所：当寺院会館(新大塚駅) 

▼対象者：大学生以上 

▼問合せ先：新大塚みんなの広場 担当：小川 

 TEL 3941-4191（10：00～16：00） 
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ラジオ技術コンテンツ文科会 
豊島区民と技術雑誌「ラジオ技術」読者のアナログ・レコ

ード時代の音楽を鑑賞する会になります。テーマに沿った

音楽や、ご近所の方に持ち寄りいただいたものを聴いてい

ただきたいと月1階の｢レコードコンサート｣を開いています。

今では30回になりますが、運営する仲間も高齢化の波には

勝てず、機材の運搬や後片付けのボランティアしていただ

ける方を探しています。音楽が大好きな方、歓迎です。 

▼内容：①オーディオ機材の搬送(アイエー出版社～区民ひ

ろば西巣鴨第一)徒歩2分(手押し台車)･オーディオ機材の

準備･片付け補助、② コンサート企画、③コンサート関

連資料準備、④コンサートMC・DJ･解説、⑤会場の設営と

撤収作業 

▼日時：原則毎月第2日曜(5月と11月は第2土曜） 

▼場所：アイエー出版社と西巣鴨第一(巣鴨駅） 

▼参加費：無料 

▼条件：音楽とオーディオに興味のある若い方大募集 

▼問合せ先：アイエー出版 担当:堀井  TEL 5944-5188   

FAX 5944-5299 Eメール radio@iar.co.jp 

URL http://www.iar.co.jp/event/event.htm 

 

いけぶくろ茜の里 
傾聴ボランティアや、クラブ活動のお手伝いをして頂ける

方を募集しています。初めての方も大歓迎ですので、お気

軽にご連絡ください！ 

▼内容：傾聴、見守り、クラブ活動のお手伝い（創作、運

動、ストレッチ） 

▼日時：13：30～15：00 (土・日以外) 

▼条件：知的障がい者についての研修に参加できる方 

 （応募後個別対応） 

▼持ち物：内履き、動きやすい服装 

▼活動場所：当施設（池袋駅） 

▼問合せ先： いけぶくろ茜の里 

担当：飯田 TEL 5960-5231 FAX 3989-2115  

 
 

＜個人＞ ※「問合せ先」は全て当センターです。 

 

 

 

Ｙ・Ａさん(南長崎在住) 
40歳代の男性です。低酸素脳症の後遺症のため、外出が困

難で気軽に世間話をできる方がまわりにいません。買い物

が好きなので、買物をしながらお話し相手になってくれる

方がいれば助かります。スーパーのお得なチラシを見なが

ら話をしてくれるだけでも構いません。車・スポーツの話

も好きです♪なお、お話は体文字等で行っています。お買

い得品などの情報交換をしませんか？ 

▼内容：お話し相手、(慣れてきたら)買い物への付添い 

▼日時：木曜か土曜の午後で1時間程度 

▼活動場所：自宅、近所のスーパー 

 

いんふぉめ～しょん 

～information～ 

＜講座情報＞ 
 

特定非営利活動法人でも申請できる！ 

公的補助金・助成金とは 
▼内容：特定非営利活動法人として補助金を申請する際の

注意点、加点の仕組み、今後の動向、獲得しやすい助成

金について資金調達業務をサポートしている専門家が詳

しく説明。  

▼日時：1月25日(金）17：30～19：30（受付：17：15～） 

▼場所：新橋アイランドビル1階会議室(新橋駅) 

▼参加費：3,000円(税・テキスト代込)  

▼対象：特定非営利活動法人で資金補助金の申請を検討さ

れている団体 

▼申込方法：電話または名前・住所・連絡先を記載の上

FAXかメールにて 

▼定員：先着8名まで(最小催行人数3名） 

▼締切：定員になり次第 

▼問合せ先：特定非営利活動法人国際ボランティア事業団  

担当：高野 TEL 5405-1813(平日10：00～18：00) 

FAX 5405-1814 Eメール npoinfo@iva.jp  

 

何かやってみようかな？ 

一歩ふみだす新しい自分に会える 

｢自分発見｣講座 
▼内容：小学生時代、学生時代、社会人そして現在などの

質問カードを使い楽しく会話しながら行う対話のワーク

ショップ  

▼日時：1月19日(土)10：00～11：30 

▼会場：池袋保健所 1階 鬼子母神plus(池袋駅) 

▼対象：概ね50代～60代 

▼参加費：無料 

▼締切：10名(当日参加可) 

▼持物：筆記用具 

▼申込方法：電話、Eメールにて  

▼問合せ先：ホワイトアイコロキアム 担当：苗加   

TEL 6915-5731  Eメール info@wecollo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島ボランティアセンター TEL 3984-9375   

FAX 3981-2946 Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

 

 

使使使用用用済済済みみみ切切切手手手大大大募募募集集集中中中！！！！！！   

豊豊豊島島島ボボボララランンンテテティィィアアア   

セセセンンンタタターーーまままででで   
   
※切手は封筒からはがさず、 

切手の回りを 1cm程度残して 

切り取ってください。 

少しの量でも結構です！ 
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第５回 

｢がんを考える｣市民公開講座 
▼内容：「がん治療と QOL(生活の質)」をテーマに、QOL

ががんの治療成績に与える影響の大きさ、治療中でも患

者さん自身がQOLの維持に積極的に取り組む意義を知っ

ていただき、QOL 維持に役立つ工夫や情報を提供。各種

ブース展示、体験コーナーなど、楽しく学べる企画。 

▼日時：1月13日(日)①ブース展示 12：00～17：00 

 ②セミナー13：00～16：40 

▼場所：当大学M＆Dタワー内2階①講堂前ホワイエ、 

②鈴木章夫記念講堂(御茶ノ水駅） 

▼参加費：無料 

▼申込：不要 

▼問合せ先：東京医科歯科大学医学部付属病院 

腫瘍センター TEL 5803-4886(平日 9：00～16：30) 

 

 

 

＜イベント＞ 
 

生きづらさを抱える人たちの物語 
▼内容：現代に潜む様々な生きづらさを抱えた6人に焦点を

当て、インタビューをもとに演劇的に再構築し、発信す

るドキュメンタリー・シアター 

▼日時：1月18日(金)～20日(日) 

▼場所：東京芸術劇場シアターイースト(池袋駅） 

▼料金：一般・前売2,500円 当日3,000円、学生・前売

1,500円 当日2,000円、高校生以下・前売 当日共500円 

 ※一部、鑑賞サポートのための優先席あり。 

移動介助が必要な方の介助者は無料(要事前申込・1月

11日(金)まで) 

▼その他：未就学児入場不可。 

鑑賞サポートあり(日本語字幕・英語字幕・手話・ヒアリ 

ングループ・音声ガイド・車いす席)、要事前申込・ 

1月11日(金)まで 

▼問合せ先 

 【チケット】 

チケットぴあ TEL 0570-02-9999(Pコード489-960)、

ローソンチケット TEL 0570-084-003(Lコード31571)、

Confetti(カンフェティ) TEL 0120-240-540 

(平日10：00～18：00)   

URL http://www.confetti-web.com/ 

東京芸術劇場ボックスオフィス TEL 0570-010-296 

(休館日を除く10：00～19：00) 

URL http://www.geigeki.jp/t/ 

 【鑑賞サポート】 

  日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS『生きづらさを抱え 

る人たちの物語』公演事務局 担当：田村、原田 

TEL 5577-6627(平日10：00～17：00) 

FAX 5577-6628  Eメール uej@dita-pa.jp 

URL ue-j.com ※土日祝日と12月22日～1月6日は休み 

 

 

 

自転車修理ワークショップ 
▼内容：就労支援を行う団体で運営、地域生活に欠かせな

い自転車に触れる機会を作ろうと、修理ワークショップ

を開催。草の根事業育成財団の助成金を受けて実施。 

パンク修理、チューブ交換、鍵交換、シフトワイヤー交

換、タイヤ交換(別途1,000円)、磨き・さび落とし、ブレ

ーキワイヤー交換、ライト交換。 

▼日時：3月31日までの毎週土曜・日曜11：00～16：00 

▼場所：当会(東長崎駅) 

▼参加費：500円 

▼服装：汚れてもよい服装(軍手は当会で用意) 

▼その他：ボランティア保険に加入 

▼問合せ先：自転車修理いむら商会 TEL 5906-5573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜助成金情報＞ 
 

ボランティア・市民活動支援総合基金 

ゆめ応援ファンド 
▼内容：東京都内におけるボランティア・市民活動の開

発・発展を通じて市民社会の創造をめざすために、地域

住民や民間団体のボランティア・市民活動に対し必要な

資金の助成を行う。 

▼対象：ボランティア・市民活動団体、またはそれらを推

進している民間非営利団体で、下記のいずれかの事業 

（一般社団法人の場合は非営利型のみ対象） 

 ①学習会・研修会の開催(グループ・団体の固定化した事 

業は除く)、②調査・研究の実施、③器具・機材の開発・ 

購入(既に購入した器具・器材は除く)、④活動にかかわ 

る市民への啓発の実施、⑤ボランティア・市民活動団体 

による先駆的・モデル的活動、⑥その他(特に当事者グル 

ープ・セルフヘルプグループなど、同じ経験や体験のあ 

る者同士の会やつどいの実施等を助成対象の重点とする) 

▼助成金：一件につき原則として50万円以内 

 ※単年度助成と継続助成(3年間)あり 

▼応募方法：所定の助成申請書に必要事項を記入し、受付

期間内に申請（郵送または持参） 

▼受付期間：1月31日(木)郵送の場合は当日消印有効。 

 最終日に持ち込みの場合は17：00まで。 

▼申請・問合せ 

 東京ボランティア・市民活動センター ゆめ応援ファン

ド助成係 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 

 TEL 3235-1171 FAX 3235-0050 

URL:http://www.tvac.or.jp/ 
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地域のアンテナ役「地域福祉サポーター」 

を募集しています！！ 

地域福祉サポーターは、コミュニティソーシャルワーカー

(CSW)等とともに、身近な地域で不安や悩みを抱えた人たち

に気づき、声かけなどを行う「地域のアンテナ役」として

活動しています。また、サロンや子どもの学習支援などの 

地域活動に参加・協力しています。区内在住、在学、在勤

の18歳以上の方(高校生不可)であれば、どなたでも応募で

きます(障がいや難病を抱えた方も応募できます)。地域福

祉サポーターに登録する前に、「スタート研修」を受講し

ていただきます。また、登録後には、様々な地域課題につ

いて学ぶための「学習会」や、地域福祉サポーター同士の

つながりづくりのための「交流会」を実施していますので、 

これまで地域活動や福祉活動に参加したことがない方でも

心配ありません。みなさんも是非活動にご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＊ボランティアを始めてみませんか？ 
 

使用済み切手 大募集!! 
 

使用済み切手の収集や寄付は、だれでも気軽にできるボラ

ンティア活動です。豊島ボランティアセンターに寄せられ

た使用済み切手は、切手整理のボランティアの方々に仕分

けをしてもらった後、業者に売却します。その収益金は社

会福祉協議会の貴重な財源として、様々な地域福祉事業に 

役立てられています。 

 

<例えば、こんなこと･･･> 

・高齢者や障がいのある方等への家事援助サービス 

・車いすのまま乗降できるリフト付き自動車の運行 

・福祉体験学習で使用する点字器や車いすの購入費用 

・ボランティア講座、｢ふくし健康まつり｣等のイベント 

 など 

 

<切手の集め方> 

封筒からはがさずに、 

切手のまわりを 

5mm～1㎝くらい残して 

きれいに切り取ってください。 

封筒からはがす必要はありません。 

※日本切手と外国切手は分けて下さい。 

 

集めた使用済み切手は、豊島ボランティアセンターまで 

お持ちいただくか、郵送してください。 

※「としまボランティアセンターだより」にお名前の 

掲載を希望されない場合は、その旨お伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済み切手・書き損じハガキ

のご寄付ありがとうございました！！ 

＜11月受付分：10/26～11/25に受付した分です＞ 

30件 4,282ｇ ハガキ3枚 

大和田昌江、浅野雄太、高橋慶子、椎名春枝、 

㈱光通信、シスナブ健康文化クラブ、 

THE STER社労士事務所、巣鴨駅前郵便局、 

早稲田速記医療福祉専門学校、 

明治大学校友会豊島区地域支部、 

千早地域文化創造館、南大塚地域文化創造館、 

くらし・しごと相談支援センター、 

豊島区学童保育連絡協議会、 

池袋西地区民生委員児童委員協議会、 

区役所(地域保健課、子育て支援課、障害福祉課、 

税務課、西部生活福祉課)、匿名7名  

 ※敬称略・順不同 

 

ＣＳＷ 
コミュニティソーシャルワーカー からのお知らせ 

豊島区民社会福祉協議会では、誰もが暮らしやすいまち

を実現していくため、区内8か所の「区民ひろば」に、

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置してい

ます。8か所以外の区民ひろばでも、定期的に｢暮らしの

何でも相談会｣を実施しています。 

CSWが配置されている区民ひろばの連絡先や相談会の日

程については、下記までお問合せください。 

 

問合せ先共通：社会福祉協議会 地域相談支援課  

CSW担当 

TEL 3981-4392 FAX 5950-1239 

 

＜生活課題を抱えた家族＞ 

＜地域福祉サポーター＞ 

社協・CSW・民生委員 関係機関・団体 

支援 

 

連絡 

 
連携・協力 

 

連絡 

 

支援 

 




