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〒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） 

あけましておめでとうございます 

本年もボランティア活動の支援に 

地域の皆さまとともに取り組んでまいります。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

2019年が皆さまにとって良い年でありますように 

豊島ボランティアセンター 

 

 

【在宅福祉サービス協力会員】募集説明会 
 (リボンサービス、ハンディキャブ、困りごと援助サービス) 

 

在宅福祉サービスでは地域の皆さんの参加と協力により、豊島区内にお住いで高齢や障がい等でお困りの方 

に対し、❶リボンサービス(家事援助中心のサービス)、❷ハンディキャブ(車いすのまま乗車できるリフト付 

き自動車の運行)、❸困りごと援助サービス(電球交換等30分程度で終了する簡易作業)の3事業を行っています。 

現在協力会員が少ないため、協力会員を急募しています。18歳以上で地域福祉に理解のある健康な方 

ならば、誰でも登録できます。経験や資格は不要です(ただしハンディキャブは21歳以上等、条件があり)。 

好きなこと、自分にできること、空いた時間で活動できます。 

ご近所やお友達をお誘い合わせの上、まずは説明会にご参加ください。 
 

日時：2月13日(水)14：00～16：00 

会場：豊島区民社会福祉協議会 会議室 
(豊島区東池袋1-39-2 区役所東池袋分庁舎3階) 

 

【申込・問合せ】ボランティア担当 

TEL：3981-9250 FAX：3981-2946  

Eメール：tomonii@t.toshima.ne.jp 
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ボランティア募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜施設・団体＞ 
 

豊島みどりの会 
みどりの少ない豊島区にみどりを増やし、環境を良くする

ためのボランティア活動を行っている団体です。みどりが

好き、自然が好きで、活動に興味のある方、自然のことを

もっと知りたい方、連絡をお待ちしております。 

▼内容：花壇・植栽手入れ活動 

▼日時：第3木曜9：00～11：00 

▼条件：自然・エコに興味のある方 

▼場所：西池袋中学校接道部緑縁帯(池袋駅） 

▼会費：年間2,000円 

▼問合せ先：豊島みどりの会  

FAX 3982-5569  

Eメール toshima-midori-nokai@freeml.com 

 URL http://www.toshima-midorinokai.com/ 

（HPは「豊島みどりの会」で検索） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ＹＭＣＡ東京日本語学校 
台湾、韓国を中心としたアジアからの日本語研修生が、 

1月21日から2月2日まで短期日本語研修のため来日します。

滞在中、1泊2日の日程で日本の家庭でのホームステイを計

画しており、研修生を受け入れて下さるご家庭と、日本語

会話の相手および都内見学に同行してくださるボランティ

アを広く募集しています。皆様のご協力をお願い申し上げ

ます。 

【ホストファミリー】 

▼内容：研修生と一緒に過ごし、宿泊場所と1月26日(土)

の夕食、27日(日)の朝食の提供 

▼日時：1月26日(土)13：00までに当学校でピックアップ、 

 27日(日)17：00までに当学校に帰館 

▼申込方法：「ホームステイ受入れ家庭事前調査票」に記

入の上、郵送・FAX・Eメールにて 

▼その他：滞在費として研修生1名につき3,000円をお支払、 

 1家庭につき1～2名受け入れ歓迎 

 ※条件が合わない場合には紹介できないこともあり 

【日本語会話相手と都内見学】 

▼内容：①交流会で研修生たちと日本語で会話 

    ②日本語で会話をしながら、都内見学に同行 

▼日時：①1月23日(水)11：00～13：00 

②1月29日(火) 9：00～13：00 

▼活動場所：①当校(水道橋駅)②都内 

▼定員：10名程度 

▼申込方法：参加申込書に必要事項記入の上、郵便、FAX、

Eメールにて 

▼その他：②は交通費として1人1,000円お支払 

【共通事項】 

▼問合せ先：YMCA東京日本語学校  担当:ジョ 

 〒101-0064 千代田区神田猿楽町2-5-5 TEL 3233-0615  

FAX 3233-0715 Eメール ayc@ymcajapan.org 

URL http://www.ayc0208.org/nihongo/JP/ 

 

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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートとしま講演会 

いつから準備を始めますか？  

～成年後見制度の賢い使い方とは～ 
 

遺言や改正相続法を交え、成年後見制度について学びます。この機会にぜひご参加ください。 
▼日時：2月14日(木) 10：00～11：50 

▼場所：IKE・Bizとしま産業振興プラザ 6階 

▼講師：冨永 忠祐氏 (弁護士) 

▼対象：関心のある方ならどなたでも 

▼定員：80名(先着順) 

▼申込方法：電話、FAX、Eメールにて下記まで 

▼問合せ：豊島区民社会福祉協議会｢サポートとしま｣  

担当：星野、岡田、石川 

 TEL 3981-2940  FAX 3981-2946  Eメール siensitu@a.toshima.ne.jp    

 

 

 

あなたの不安を安心に！ 



3 

 

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/ 

 

 

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。1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 

 

 
 

＜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：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～ 
 

＜イベント＞ 
 

こころといのちの法律相談 
▼内容：弁護士による無料電話相談 

▼日時：1月21日(月)13：00～19：00 

▼対象：自殺を考えることがある、悩みごとが頭から離 

れず夜よく眠れない、借金、家庭内暴力、過労・パワハ 

ラ、いじめ、性犯罪被害、うつ、｢もう死んでしまいた

い｣ほどの問題・悩みに追い詰められた人、未成年者を含

む若者など 

▼電話番号(当日のみ) 

【フリーダイヤル】 

0120-556-289(東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城発信限定、

通話料無料) 

 【通話料のかかる無料電話相談】 

 3591-1871（全国） 

▼問合せ先 

 東京弁護士会人権課 担当：須賀川 

TEL 3581-2205 

 

 

 
＜講座情報＞ 

3日で資格が取れる!! 

家事援助スタッフ育成研修 
▼内容：｢介護保険制度の概要｣｢コミュニケーションの手

法と訪問マナー｣など、家事援助スタッフとして働くた

めの知識や技術を学べる3日間の研修。修了生は、区に

住民登録がある要支援1・2相当の方を対象とした訪問型

サービス(家事援助のみ)に従事可。研修最終日は、豊島

区内の介護サービス事業者との｢就職相談会｣に参加可。 

▼日時：2月20日(水)～22日(金)各日9：00～16：00 

▼場所：区役所本庁舎509会議室(東池袋駅) 

▼参加費：無料 

▼対象：豊島区に在住・在勤・在学の18歳以上の働く意欲

のある方 

▼申込方法：区のホームページより。事前に電話予約の上、

窓口申込も可。  

▼定員：50名程度 

▼問合せ先：豊島区高齢者福祉課 総合事業グループ 

担当：林田・中川 TEL 4566-2435 

URL:http://www.city.toshima.lg.jp/426/1808301043. 

html 

 

 

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 
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平成30年度 

豊島区男女共同参画都市宣言記念週間講演会 

｢沈黙は破れるのか 

～封じられる女たちの 

ムーヴメント～｣ 
▼内容：女性の人権に関わる運動は、何故社会からの攻撃

や批判を持って受け止められるのか、女性たちが沈黙さ

せられる背景には何があるのか、ジェンダーの視点から

学ぶ。  

▼日時：2月9日(土)14：00～16：00 

▼会場：IKE・Bizとしま産業振興プラザ6階(池袋駅) 

▼講師：江原 由美子氏 (横浜国立大学大学院都市 

イノベーション研究院教授) 

▼申込方法：電話、FAX、メール、エポック10窓口にて。 

 タイトル・名前(ふりがな)・電話番号・住所(区内・区

外)・講座を知ったきっかけ・保育の有無を記入の上申込。 

 ※1週間以内にエポック10より返答が無い場合、連絡要 

▼定員：100名(定員になり次第締切) 

▼その他：保育有(※要予約、6カ月以上未就学児対象、予

約はFAXもしくはパソコンのEメールで連絡(保育に関する

案内資料を送付する為))。手話通訳有。 

▼問合せ先：豊島区男女平等推進センター(エポック10) 

事業企画グループ 担当：藤原  

TEL 5952-9501 FAX 5391-1015  

Eメール A0029117@city.toshima.lg.jp 

 

 

 

レクリエーション活動研修会・ 

日本伝承遊びとニュースポーツ 
▼内容：①子ども・障害・高齢などすべてのライフステー

ジの生涯発達におけるレクリエーション活動についての

研修会、②｢日本伝承遊び｣と｢ニュースポーツ｣を親子で

体験し、絆を深め、運動の楽しさや仲間意識を育てるな

ど、健康面や心理面の大切さを育む。 

▼日時：1月20日(日)①9：30～12：30(受付9：15～)、 

 ②13：30～16：30(受付13：15～) 

▼場所：帝京平成大学池袋キャンパス内集会室(池袋駅） 

▼講師：①宇田川 光雄氏 (目白大学非常勤講師) 

▼参加費：①2,000円(レクリエーションインストラクター

資格取得希望者は単位認定別途500円)、②100円(保険代) 

▼申込：氏名・郵便番号・住所・当日の連絡先・職業(差支

えない範囲で)・年齢(年代)と、それぞれ①｢1月20日、レ

クリエーション勉強会参加｣、②｢1月20日、日本文化・日

本伝承遊びとニュースポーツに参加｣の旨明記の上、Eメ

ールにて。 

▼定員：各30名(定員を超えた場合にのみ連絡) 

▼締切：定員になり次第 

▼問合せ先：ライフビジョンネット 担当：鈴木 

 Eメール info-lvn@lvnw.jp TEL 080-2180-9017(当日) 

 

 

学習院大学 

地域日本語教育ブラッシュアップ講座 第9回 

｢共に学ぶ 

日本語学習の場を作ろう｣ 

公開講座 
▼内容：①講演｢対話的で協同的な学びへ－日本語教育にお

ける学びの共同体－｣佐藤 学氏 (学習院大学文学部 

特任教授)、②本講座受講者による発表｢共に学ぶための

教材・活動｣、参加者と意見交換 

▼日時：2月16日(土)14：00～17：00 

▼会場：当大学西5号館301号室(目白駅） 

▼参加費：無料 

▼申込方法：タイトル｢地域日本語教育公開講座参加希望｣、 

 名前・電話・住所・メールアドレス・所属(任意)・地域 

日本語教育との関わり、を明記の上、メール･FAXにて 

▼定員：40名(先着順) 

▼締切：2月12日(火) 

▼問合せ先：学習院大学｢地域日本語教育ブラッシュアップ

講座｣係 TEL 5992-9208 FAX 5992-1025  

Eメール waku2.nihongo@gmail.com 

 URL:http://www.gakushuin.ac.jp/univ/geore/ 

 

 

＜その他＞ 

あなたの体験が本になる！ 
企画｢(仮題)私はDV家庭を生きた

～被害者としての 

子ども世代の声を聴く｣ 
▼内容：子ども世代のDV被害者の問題にもっと光をあて、. 

 社会がDV家庭で生きる子どもの苦しみを理解し、一層生 

きやすくするための仕掛けとしての企画。DV家庭で生き 

る子どもの生の声を公募し、書籍の体裁を整えて掲載。 

▼応募資格：DV家庭で育った方 

▼原稿要項：1,200～8,000字、「です・ます」調、日本語で

記述 

▼採用原稿数：30～40点を選考 

▼応募方法：氏名、ペンネーム、年齢か何歳代、性別また 

 は性自認、住所(図書カード送付用）、職業(可能な方の 

 み)、原稿はメール本文にコピーして本企画専用メールア 

ドレスまで、必ずメールにて 

▼締切：2019年10月31日(木)(早目に締切る場合あり) 

▼その他：氏名・住所以外は本に記載、採用分に500円 

図書カード進呈 

▼問合せ：メンタルサービスセンター 担当：草柳 

 〒176-8799 練馬郵便局留 TEL 3993-6147 

 Eメール dvkatei@outlook.com 

URL:http://www5e.biglobe.ne.jp/~m-s-c/ 
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市民社会をつくる 

ボランタリーフォーラム

TOKYO2019 
▼内容：暮らしに関わるさまざまな社会課題に焦点をあて、

それを共有し、私たち市民にできることを考えていくた

めのイベント。①『人生100年、二毛作ライフで活き活き

生活!』・『東京2020オリンピック･パラリンピックを1人

ひとりのレガシーにするために』など4分科会、②『海に

あふれるプラスチック』・『｢子ども食堂｣の魅力』など

12分科会、③『困っている人に声をかける勇気』・『音

と光がない｢盲ろう者の生活を知る｣』など11分科会、話

そうカフェ『IRODORI』、④クロージング企画『本当の 

ボランティアって何だ?!』 

▼日時：①2月8日(金)19：00～21：00、②9日(土)10：00～

12：30・14：00～16：30、③10日(日)10：00～12：30・

14：00～16：30・17：00～18：30、④10日(日)17：00～

19：00 

▼場所：飯田橋セントラルプラザ(飯田橋駅) 

▼参加費：一般2,000円(1分科会のみ参加1,000円)、学生

(大学生・短大生・専門学校生等)1,000円、障害者1,000、 

 高校生以下または18歳未満無料、④無料、その他無料分

科会あり 

▼申込：参加申込書に必要事項記入の上FAXまたは郵送、ま

たはホームページより 

▼問合せ先：東京ボランティア・市民活動センター 

 担当：阿部、谷口、相澤  

  〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1飯田橋セントラル

プラザ10階 TEL 3235-1171 FAX 3235-0050 

 URL:http://www.tvac.or.jp/vf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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！！ 

＜12月受付分：11/26～12/25に受付した分です＞ 

40件 13,737ｇ ハガキ85枚 

中村佐吉、福岡富士子、加藤昌子、中嶋正司、 

㈱光通信、サンシャイン60内郵便局、巣鴨駅前郵便局、

東京芸術劇場郵便局、若草保育園、山吹の里、 

リマナチュラル㈱、髙畠税務会計事務所、ゆたか苑、 

としま未来文化財団、東京自殺防止センター、 

ゆいまある、明治安田生命法人サービス部、 

㈱プロスパ、早稲田速記医療福祉専門学校、 

㈱昭和理化、日本キリスト教会豊島北教会、 

明豊中学校PTA、池袋西地区民生児童委員協議会、 

区役所(税務課、学務課、地域保健課、障害福祉課、 

西部生活福祉課、西部区民事務所、子育て支援課)、 

匿名8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：社会福祉協議会 地域相談支援課  

CSW担当 

TEL 3981-4392 FAX 5950-1239 

 




