赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。

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

2020 年 12 月号

〒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）

毎月 15 日発行
Vol.291

音声版は当協議会の閲覧コーナーにあります。

歳末たすけあい運動
つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～

歳末たすけあい・地域福祉活動募金にご協力をお願いします！
歳末たすけあい運動は、共同募金の一環として実施されています。
寄せられた募金は、区内で地域福祉に取組む団体、町会・自治会等への助成、障がいや高齢等により公共
交通機関の利用が困難な方の移動支援等に活用されています。

募金受付期間

12 月 1 日～12 月 31 日まで

募 金 方 法

○町会・自治会による募金活動に協力
○区民ひろば、東部・西部区民事務所などに設置された募金箱へ募金
○社会福祉協議会の窓口で募金
○郵便振替で募金

令和元年度 募金の使いみち
募金総額 ８，９０８，３３１円

口座番号
加 入 者

00120-8-53200
歳末たすけあい 豊島区民社会福祉協議会

例えばこんな活動に使われています

○豊島区盲人福祉協会
「2,3 分サポートしてください」シール

リフト付自動車の運行

区民ミーティング
2.2%
ふくし健康まつり
5.6%

1.7%

の作成・配布
敬老の日訪問
1.7%

事務費
0.2%

声をかけやすく(かけてもらいやすく)するこ
とを目的にシールを作成しました。
コロナ禍で、換気のために自動ドアを開け
たままにしていることで、開閉音が鳴らず、

ボランテイア活動の推進
8.4%
町会・自治会へ
9.8%

外出時に困っている視覚障がい者に対し、

場所がわからなくなり、
施設・団体等
への助成事業
70.4%

問合せ
豊島区民社会福祉協議会 総務課 ☎03-3981-2930

困ることがあります。そ
んなときに、このシール
を貼った白杖を高く掲げ
て周囲に助けを求めます。
｢協力：東京新聞
2020 年 12 月 1 日付｣

ボランティア保険の補償内容・保険料が改定されます
１．改定内容

①A プラン（基本コース）の保険料の引き上げ
令和 3 年度保険料：A プラン：300 円⇒350 円
②基本コース A プラン以外の補償金額変更
＜令和 3 年度ボランティア保険プラン＞
基本コース
B

A
死亡・後遺障害
保険金額（千円）
後遺障害保険金
入院保険金日額（円）
手術保険金
傷害補償
通院保険金日額（円）
特定感染症による
後遺障害・通院・入院
特定感染症による
葬祭費用保険金
身体障害・財物損壊共通
賠償補償
人格権侵害
1名あたりの年間保険料（円）

10,500

C

17,000

天災A

22,800

天災コース
天災B

13,100

23,600

天災C
32,300

後遺障害の程度に応じて死亡・後遺傷害保険金額の100％～42％
7,000
8,000
12,000
5,500
8,000
12,000
入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍
3,000
5,000
7,000
3,000
5,000
7,000
後遺障害・入通院保険金額に同じ
300万円限度
1事故につき（支払限度額）5億円
350

500

700

600

1,000

1,400

※色付き部分が変更点です。
＜参考：令和 2 年度ボランティア保険プラン＞
基本コース
B

A
死亡・後遺障害
保険金額（千円）
後遺障害保険金
入院保険金日額（円）
傷害補償

手術保険金

通院保険金日額（円）
特定感染症による
後遺障害・通院・入院
特定感染症による
葬祭費用保険金
身体障害・財物損壊共通
賠償補償
人格権侵害
1名あたりの年間保険料（円）

10,500

22,000

C

天災A

30,000

16,000

天災コース
天災B
29,000

天災C
39,200

後遺障害の程度に応じて死亡・後遺傷害保険金額の100％～42％
7,000
10,000
15,000
7,000
10,000
15,000
入院中に受けた手術：入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合：入院保険金日額の5倍
3,000
5,000
7,000
3,000
5,000
7,000
後遺障害・入通院保険金額に同じ
300万円限度
1事故につき（支払限度額）5億円
300

500

700

600

1,000

1,400

２．新型コロナウィルスの補償について
新型コロナウィルスのまん延に伴い、特定感染症に指定感染症（新型コロナウィルス）
を含める改定が行われています。
令和 3 年も引き続き補償可能となります。
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ボランティア募集！

おもちゃの図書館｢あいじえん｣

活動までの流れ
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。

新大塚みんなの広場
2018年にオープンした、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で月2回程度、
ゆるやかに開催しています。地下鉄丸ノ内線新大塚駅付近に
お住いの方もそれ以外の方も大歓迎です。
毎回参加できなくても構いません。子どもたちと一緒に楽し
い時間を過ごしませんか？
▼内容：子どもの話･遊び相手、学習支援、イベント参加
▼日時：11月2日(月)11月30日(月)12月17日(木)1月14日(木)
1月26日(火)2月12日(金)2月24日(水) 15:30～18:00(状況
に応じて変動の可能性あり)
▼条件：子ども好きな大人･学生
▼活動場所：遠妙寺｢自彰会館｣(新大塚駅)
▼申込：電話にて
▼問合せ先：新大塚みんなの広場実行委員会 担当:小川
TEL 090-3803-0857
URL https://www.facebook.com/新大塚みんなの広場1310104252488685/

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、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：原則毎月第2第4月曜日 12:40～15:30(祝日は休み)
▼条件：子どもと遊ぶことが好きな方
▼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)
▼対象：高校生以上(男女不問)
▼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

いんふぉめ～しょん
～information～
＜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

食事つき無料自習室｢STUDY
CAMP｣(NPO法人維新隊ユネスコ
クラブ)

▼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日間の研修です。
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
できます。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15日(月)・22日(月)・3月1日(月)
各日9：30～15：30
▼場所：上池袋コミュニティセンター 多目的ホール(池袋駅)
▼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
▼定員：40名程度
▼料金：無料
▼申込期間：12月21日(月)～1月22日(金)
▼その他：申込方法等の詳細は12月21日号の「広報としま」
又はHP（下記2次元コードから読み取りも可）をご覧くだ
さい。
▼問合せ先：豊島区役所高齢者福祉課総合事業グループ
http://www.city.toshima.lg.jp//426/kenko/koresha/ka
igoyobo/1808301043.html
担当：深代・林田
TEL 4566-2435

インターネット環境やコピー機を備えた無料の自習室です。
1時間以上勉強した人には軽食(パンやカップラーメンなど)
を提供します。
▼内容：家庭に事情を抱えて家で勉強しにくい小・中学生の
ための自習室です。
▼日時：平日18：00～21：00
▼条件：小学4年生～中学3年生までの申込をした人
▼持ち物：勉強道具、マイ箸･マイスプーン、利用者証(申込
後に発行)
▼活動場所：西新宿、新江古田(2か所)
▼参加費：無料
▼対象：家庭などに事情を抱え自習する場所がほしい小･中
学生
▼募集人数：利用登録者先着200名まで
▼締切：定員に達し次第締め切り
▼その他：利用の申込はホームページ
(http://studycamp.net)からお願いします。管理者ボラ
ンティアも別途募集しておりますので、別途お問合せく
ださい。
▼問合せ先：NPO法人維新隊ユネスコクラブ
担当：濱松
TEL 050-7110-1820 Eメール studycamp@ishintai.org
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コロナ禍でのボランティア活動！

クラフトマスクで地域を
つなぐプロジェクト ～途中経過～

ボランティア希望者のみなさんへ

集まったマスク

新型コロナウイルス影響下でも、ボランティアを楽
しく、より豊かな活動とするため、相手の方や活動す
る人自身が安心して安全に参加できるように備える
ために、普段に気をつける点に加えお互いに心がけ
たい点について、下記の5つに留意しましょう。

1,181枚（11月末時点）

てづくりのマスクを募集しています。集まったマスク
は、区内で活動している福祉団体や施設、来所された方
にお配りします。今後もまだまだ募集中です。
▼募集しているマスク：てづくりで洗濯できる素材のマスク
▼方法：窓口に持ち込みもしくは郵送。
▼問合せ先：当センター

①活動先に出かけなくても、つながりができる活動も
検討しましょう
②活動先の安全に関する事項を確認しましょう
③活動する場合は、感染予防を万全にしましょう
④少しでも体調が悪い場合は参加を控えましょう
⑤感染が発生した場合に連絡が取れるよう準備しま
しょう

クラフトマスクコンテスト 2020 を開催！！
どんなマスクが応募されたかは
豊島区民社協 Twitter をご覧ください。

親族のための成年後見実践講座
～法定後見の申立手続から後見人の業務まで、基本的な実務が学べる講座です～
日時
1 日目

2 日目

内容

1 月 21 日(木)

◦成年後見制度の概要 ◦法定後見制度の申立・手続きの方法

14：00～16：00

◦必要書類の集め方や記入の仕方について 他

1 月 22 日(金)

◦後見人の具体的な業務内容について 他

14：00～16：00

（財産管理や事務報告書の作成等）

※今回、
『任意後見制度』に関する具体的な説明はありません。
※成年後見制度の説明会ではありません。制度自体を知りたい場合は下記へお問い合わせ下さい。

講座に参加された方向けに、
【会 場】としま区民センター 5 階 503 会議室
後日、専門職（司法書士）による相談会を実施予定です。
【講 師】司法書士 山本 健二郎 氏
【対 象】区内在住・在勤の方で、親族の法定後見申立てを予定している方や検討している方（両日参加可能な方優先）
【定 員】20 名（要事前申込、先着順）
【申 込】電話、FAX、メールにて下記へ
【申込・問合せ先】豊島区民社会福祉協議会 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」
TEL 03-3981-2940/FAX 03-3981-2946/メール siensitu@a.toshima.ne.jp

福祉用具再活用事業
シルバーカーを募集しています

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：10/26～11/25 受付分＞
43 件 20,486ｇ
加藤晃司、勝山邦子、大久保繁、飯田道子、西尾寿美子、
鳥羽文江、石橋幸子、加藤由美子、
折戸千歳会、巣鴨駅前郵便局、西池袋郵便局、ガイア(株)、
(株)光通信、(株)サンシャインシティ、リマナチュラル(株)、
(株)クリアス、(株)大塚商会、アトリエ村、池袋西地区民生委員
児童委員協議会、南大塚地域文化創造館、区民ひろばさくら、
区民ひろば朋有、区役所（税務課、地域保健課、障害福祉課、
西部生活福祉課）
匿名14名
※敬称略・順不同
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使わなくなったシルバーカーがありましたら、お譲りく
ださい。豊島区でシルバーカーを使いたいという方がい
らっしゃいます。
疲れた時には
座れて便利♪

【問合せ先】
豊島ボランティアセンター
TEL 03-3984-9375 FAX 03-3981-2946

