
  今月の内容  
■新会長就任挨拶
■役員改選について
■感謝状贈呈式を開催しました
■フードバンクを始めました
■コロナ禍におけるCSWの取り組み
■こんにちは　豊島区終活あんしんセンターです
■ご寄附をありがとうございます
■ふくじい・ふくみん　ほのぼの日記
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　豊島区と豊島区民社協で
は、障害のある方々の文化
芸術作品や制作活動などを
広く紹介することで、社会
参加を促進し、多くの皆さ
んの障害者理解を深めるた
め、豊島区障害者美術展「と
きめき想造展」を開催して
きました。
　今号の誌面では、第14回
の「豊島区民社会福祉協議
会会長賞」受賞作品をご紹
介します。

　第13回・14回豊島区障害
者美術展ときめき想造展オ
ンライン展覧会はこちらか
らご覧いただけます。
https://tokimeki-sozo.com/
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豊豊島島福福祉祉

第14回「豊島区障害者美術展ときめき想造展」豊島区民社会福祉協議会会長賞

「さんらいず」新垣 雅士



　令和３年８月１７日（火）開催の理事会において、寺田晃弘氏（豊島区民生委員児童委員協議会代表会長）が新たに
豊島区民社会福祉協議会の会長に選任されましたのでお知らせいたします。

新会長就任について

ごあいさつ
　この度、会長に就任いたしました寺田晃弘と申します。
　豊島区民社協は、地域福祉の推進を図ることを目的とし、子どもから
高齢者、障害のある人もない人も誰もが安心して暮らせる「福祉のまち」
を実現するために様々な事業を行っています。
　活動の内容は、時代や世相、社会状況などにより大きく変遷してきまし
たが、昨年から今年上半期に関しては、新型コロナウイルス感染症の広が
りによる影響が大きく、地域住民等による福祉・ボランティア活動の休止や延期、自粛が求められ、
本社協においても、ウィズコロナを踏まえ、アフターコロナを見据えた「新たな視点での地域づく
り」に取り組んでいく必要があります。
　そうした中、従来から展開してきた在宅福祉サービス・ボランティア・市民活動の推進、権利擁
護等に加え、令和３年２月から区の委託を受け人生の最期まで自分らしく、豊かに生きるための準
備として、元気なうちに医療・介護・権利擁護・死後事務・社会参加など多岐にわたる相談に対応
し、その人らしい生活を送れるよう「終活」に関する総合的な支援に取り組んでいます。
　豊島区が推進しているSDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、地域主
体で行動し、経済・社会・環境の好循環が生まれる持続可能なまちづくりを本社協としてもこれま
で以上に推進して参ります。
　区民の皆様のさらなるご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。

令和３年11月　豊島区民社会福祉協議会 会長　寺田　晃弘

役員改選について
　令和3年6月29日付で役員改選が行われました。任期は理事・監事が二年間、評議員が四年間となっています。退
任された旧役員の皆様には、多大なるご尽力をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

（＊1）令和3年11月　評議員から副会長に就任
（＊2）令和3年11月　評議員に就任

理事・監事
会　　長 寺　田　晃　弘
副 会 長 片　桐　昌　英
副 会 長 白　熊　千鶴子
常務理事 天　貝　勝　己
理　　事 平　井　貴　志
理　　事 神　山　裕　美
理　　事 斉　藤　則　美
理　　事 堀　口　つき子
理　　事 宮　長　定　男
理　　事 田　中　真理子

監　　事 二重作　誠一郎
監　　事 高　橋　計　之

評議員
外　山　克　己 根　岸　幸　子
照　内　義　雄 竹　野　康　二
田　中　英　治 長谷川　則　之
塚　田　義　信 松　永　久美子
池　田　好　雄 武　居　裕　子
藤　井　昌　男 林　　　　　洋
松　浦　初　枝 浦　野　静　夫
武　藤　節　子 河　野　倫　数
岡　田　　　実 東　　　三千代
山　本　道　子 渡　邉　圭　介

（＊1）

（＊2）
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感謝状贈呈式を
開催しました
令和3年11月12日（金）、としま区民センター
6階小ホールにおいて、社会福祉協議会の事
業発展および豊島区の福祉向上に多大なご協
力、ご支援をいただいた方 （々令和2年4月か
ら令和3年8月の期間）に感謝状並びに記念品
を贈呈しました。

受賞された皆様 （順不同　敬称略）
社会福祉功労の部

【評議員】
市川　幸雄　　小出　貴司　　中島しづゑ　　蓮沼　和音　　鈴木　但

【町会長・自治会長】
神田　嘉三　　坂本　定男　　森田　常隆　　谷　　忠弥　　鳥居　愼譽　　田島　健二
田崎不二夫　　三島彌一郎　　森　　淑夫　　吉岡　好春　　倉田　樹男　　高橋　一三
小島　雅博　　松岡　昭男　　曵地　隆宏　　安齋　和敏　　志村三千子

【民生委員・児童委員】
髙野れい子　　岡本まゆみ　　野口　和彦　　鈴木　淳世　　吉田　雅明

寄付の部

公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 豊島･文京支部 支部長 荻原 武彦
株式会社 ワイズマート 代表取締役 吉野秀行　　　東京包装容器リサイクル協同組合
東京防犯健全協力会　　　佐藤 千史　　　吉田 京可
一般社団法人ひとのわ協会 代表理事 山木 陽介　　　荒川 和則・文子　　　株式会社 安田屋
株式会社 eu-country　　　宗教法人 真如苑　　　台湾の姉 玉仙妃　　　株式会社 光通信
株式会社 イースマイル 代表取締役 仲村 淳　　　重林寺 池袋本町中央町会

会長特認功労の部

【在宅サービス協力会員】
塚原　玲子　　藤原　敬久　　栁沢　和子　　吹原　好江　　韓　相竣　　斉藤由美子
麻生　文子　　神木　春佳　　大野喜恵子　　小林　純子　　鈴木　修一　大山　明
小柳　　望　　矢野　幸一

【その他】
株式会社 丸昌　　　広洋産業株式会社 代表取締役社長 中村 洋祐
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●常温保存が可能な加工品であり、かつ、製品表示が記されているもの
　（食料品の内容が不明なものはお受けできません）
●缶詰、瓶詰、レトルト食品、インスタント食品、乾麺、調味料、ふりかけ 等
●菓子、飲料（アルコールを除く）
●米、小麦粉
●その他食料品に絡む生活用品 等

家庭や企業、店舗などで
余っている食べ物等を
持ち寄り、集まった物を
フードバンクに
寄附する活動

社会福
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　豊島区民社会福祉協議会では、10月 1日より、フードバンク事業を始めました。
経済的に不安定で支援が必要な人たちや地域のコミュニティサロン、子ども食堂、
みんなの食堂、食料支援活動等を行う地域活動団体、社会福祉施設等に対して、
区民や企業、店舗等から無償提供を受けた食料品等の物資を配付して地域福祉力
の向上を図ることを目的としています。
みなさんのご協力をよろしくお願いします。

困っているときは「おたがいさま」です！
みなさんの温かな気持ちを必要な人たちにお届けします。豊島区民社協一丸と
なって取り組みます。地域のつながりの輪を一緒に広げていきましょう。

　豊島区民社会福祉協議会は共生社会のまちづくりのために、フード
バンク事業のほかにも時代のニーズに応じた支援活動を住民の皆さん
や地域団体、学校、企業、行政などと連携しながら進めていきます。
引き続きご協力をお願いします。

  問い合わせ先  社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会
【事務局】 共生社会推進・事業開発課  ☎ 03-3984-9375

福祉協議会

支援が必要な家庭に
提供する活動
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生活や地域活動の相談支援

今回のワクチン接種予約や食料の支援をきっかけに、困りごとを抱えている方々とつ
ながることができました。皆さんのまわりに、SOSの声を出せなくて困っている人は
いませんか。気になる方、心配な方がいたら、お気軽にCSWへご相談ください。

地域相談支援課 TEL :03- 3981- 4392

自宅療養者への食料支援
　新型コロナウイルスに感染または疑いにより、自宅療養を余儀なくされていて物資の調達が困難であっ
た方へ、東京都の自宅療養者フォローアップセンターから物資が届くまでの間、食料品と日用品の配付支
援を行いました。（物資は豊島区が用意）※10月31日現在　28世帯（47セット）

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の予約をお手伝い
　ワクチン接種の予約が困難な方等をサポートするため、6月1日からCSWによる相談対応及び予約の
支援をスタート。電話相談や自宅訪問などにより、ワクチン接種予約などのお手伝いをしました。
※10月31日現在195件（内、予約代行32件）

食料を届けてもら
えて、とても助かり
ました。

コロナ禍で仕事が休業となり、
生活に困っている。

地域の子どもたちのために、
子ども食堂を始めたい。

状況に適した制度の紹介、
手続き支援などを行いました。

民生児童委員や関係機関と連携し、
開催に向けて調整しています。

耳が遠いので、
自宅に来て
対応してもらえて
良かった。

コロナ禍においてお困りの方へ、コミュニティソーシャルワーカー(以下CSW)が実施した取り組みを
紹介します。

コロナ禍におけるCSWの取り組み

インターネットで
予約が取れて、
安心した。

もらった食料があったから元気
になれた。この先、自分に出来
ることがあれば協力したい。
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こんにちは

『豊島区終活あんしんノート』が
完成しました！

終活の手始めにぜひご活用ください！
豊島区終活あんしんセンターでは、「最期まで自分らしく生活し
たい」という区民の皆さまの願いに寄り添えるよう、『豊島区終
活あんしんノート』をご用意しました。

■『終活あんしんノート』を作成するメリット
『終活あんしんノート』は、いざという時のために必要な情報を記載す
るものですが、自分自身を振り返り、残りの人生を見つめ直すきっか
けにもなります。ある日突然、自分の気持ちを伝えられなくなってし
まうかもしれません。残された大切な人に想いを託すために今から準
備をしておきましょう！

■『終活あんしんノート』はどこでもらえるの？
豊島区終活あんしんセンターへご連絡下さい。センター窓口のほか、
講演会や講座の会場にてお渡ししています。

豊島区終活あんしんセンターです

お申し込みは電話で各区民ひろばへ
コミュニティソーシャルワーカー（CSW）も一緒に参加します！

（問合せ）豊島区終活あんしんセンター
電話:03-6863-7830 ／ FAX:03-3981-2946 
E-mail : siensitu@a.toshima.ne.jp

ノートをもらったけれど、
「どのように書いたらい
いのかわからない！」と
いう方のために「書き方
講座」を開催します。
ポイントとなる点を押さ
えながら、一緒にノート
を書いてみましょう！

講師 大和　泰子 氏（終活アドバイザー）各回とも

❶ 日時 令和4年1月20日（木）10:30 ～ 12:00
会場 区民ひろば南大塚（☎ 03-5976-4399）

❷ 日時 令和4年2月21日（月）13:30 ～ 15:00
会場 区民ひろば西池袋（☎ 03-3980-0088）

❸ 日時 令和4年2月25日（金）13:30 ～ 15:00
会場 区民ひろば富士見台（☎ 03-3950-6871）

『豊島区終活あんしんノート』を使って
「エンディングノート書き方講座｣を開催します
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岡田　　実（高田地区）
西森すみ子（巣鴨地区）
三輪　　綠（池袋東地区）
戸澤　佳子（池袋西地区）
酒井　順子（高田地区）
大山さと子（長崎第一地区）
松﨑伊津枝（長崎第二地区）
關　　愼吾（社協）

2021年11月
社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会
豊島区東池袋1－39－2
豊島区役所 東池袋分庁舎3,4階
☎03-3981-2930

ご寄附をありがとうございます 2021年5月1日～10月31日

広報委員

発　　行

編 集 後 記

御篤志に心より感謝いたします

デザイン・印刷：㈱美巧社

　ここ数カ月コロナ感染が少な

くなっておりますが、まだまだ

気を抜ける状態ではありませ

ん。３回目となる予防接種も予

定されております。

　社会福祉協議会では、コミュ

ニティソーシャルワーカーが、

ワクチン接種の予約、食料支援

など困りごとに関する相談を受

け付けています。

（三輪　綠）

寄附金　　合計額　952,704円 物品による寄附
ご寄附をいただいた皆様（敬称略）

佐藤　秀子
株式会社イースマイル　代表取締役　仲村　淳
秋吉　恵美　すず音会
アンサンブルぶどうの木　加瀬　淳子
株式会社光通信
株式会社千葉銀行池袋支店
株式会社大塚商会
宝光寺
一般社団法人ひとのわ協会
町あかり
株式会社のみもの
東京建物株式会社
長谷川　則之
明治安田生命保険相互会社　法人サービス部
明治安田ライフプランセンター株式会社
㈱マルハン池袋店
匿名　8件

ご寄附をいただいた皆様（敬称略）

岡野　元昭
渡辺　光男
宗教法人　金剛院
JAMES の紙芝居　髙井　洋吉
株式会社ペルレイ
長崎四丁目町会　安齋　和敏
一般社団法人ひとのわ協会
伴　真由美
東京包装容器リサイクル協同組合
カイラーサ・ヨーガ　橋本 桂子
日蓮宗東京都北部社会教化事業協会　会長　神保泰晴
匿名　9件

豊島区民社会福祉協議会  総務課

TEL：03-3981-2930

寄附に関する問合せ


