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歳末たすけあい・地域福祉活動募金
歳末たすけあい運動は、毎年 12 月に共同募金の一環として実施されています。この運動は、戦後の
混乱期、市民のたすけあいの精神により、生活に困窮する人々に対する物資の持ち寄り運動として始
まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じて、地域での安心・安全な暮らしを支えるために
活用されています。
豊島区では、区内の地域福祉に取り組む施設や団体、町会・自治会等への助成、公共交通機関の利
用が困難な障がい者や高齢者等の移動支援等に役立てられています。

実施期間 令和 3 年 12 月 1 日～12 月 31 日
募金方法 ○区民ひろば、東部・西部区民事務所などに設置されている募金箱
○町会・自治会による活動
○社会福祉協議会の窓口
○郵便振替
○auPAY アプリ
※詳しくは豊島区民社協 HP をご確認ください。
右記、二次元コードよりアクセスできます。

豊島区民社協キャラクター
ふくみん
ふくじい

- 例えばこんな活動に役立てられています -

令和 2 年度 募金の使いみち
募金総額 7,214,562 円
ボランティア活動推進ＰＲ

1,100,000 円
ボランティアセンター運営

200,000 円

ふくし健康まつり
150,000 円

ハンディキャブ運行

20,000 円
社協事務費

22,847 円
町会事務費

区内の施設・

698,609 円

団体等助成事業
4,923,106 円

区民ミーティング

100,000 円

“豊島ペガーボール協会”の活動
「ペガーボールで遊ぼう！」
ペガーボールというスポーツを通して、障がいのあ
るなしに関わらず、大人も子どもも、お互いを理解す
るひとときをつくる交流の場づくりをしています。
ペガーボールとは、知的障がいのある子どもた
ちの運動量を高めるために生まれた、日本発のス
ポーツです。「追いかけて投げる」という単純でわ
かりやすいルールと「くっつく」という結果が出
ることで、小さな子どもから
大人まで誰もが楽しめます。
約 2 カ月に 1 回、雑司が谷
公園の多目的広場で活動して
います。地域の中で特別支援
校に通うお子さんも参加して
自然に交流し楽しんでいます。

ハンディキャブ協力会員 研修会と意見交換会の報告
令和 3 年 11 月 11 日（木）
、としま区民センターにてハンディキャブ協力会員の研修会を開催しま
した。新型コロナウィルス感染症の影響により、約 2 年ぶりの研修会となりました。
当日は、池袋警察署交通課の職員の方にお越しいただき、
“豊島区の交通安全事情や安全運転”を
テーマにお話をしていただきました。運転手・歩行者・自転車それぞれの立場での、危険なポイン
トについての説明や、
「もしかしたら止まらないかもしれない」「車が出てくるかもしれない」と、
お互いが“かもしれない”と予測して守り合っていくことの大切さを教えていただきました。
また、事務局からこの 2 年間の実績報告や取り組み状況などを報告した後、協力会員が日頃の活動
で感じていることなどについて意見交換をしました。
ご利用者の立場からの意見や、広報 PR に関することなど、貴重なご意見をいただきました。
○と△と□の話

相手に
わかってもらう
死角の確認

止まらないかも

ハンディキャブ運行事業では、活動に協力してくださる協力会員を募集しています。
協力会員は、車いす等で公共交通機関の利用が難しい方の、移動のお手伝いをするボランティアです。車いすに
乗ったまま乗り降りできるリフト付き自動車の運転をしていただきます。
「運転が好き」
「車が好き」
、好きなことを生かしてボランティア活動をしてみませんか？
<問合せ> ハンディキャブ運行事業 TEL：03-5396-4954
E メール：tomonii@t.toshima.ne.jp
(件名に「ハンディキャブ協力会員について」といれてご連絡ください)

おひとりで、何パターンものマスクを作ってくださいました。
左の写真は、一般的な布マスクに、上下に鼻とあごのカバーがついている
タイプ。もう一つは、分かりやすく裏返していますが、マスクカバーです。
ゴム紐部分もスムーズに通せるようになっています。
そして、ワンポイントになるマスクチャームまで。
他にもあごの部分が長くなっていて、マスク会
食などに便利なタイプも作ってくださいました。
これから冬に向かい、1年の中で最も感染症が気になる季節。
ファッションに合わせて、楽しみながら対策していきたいですね！
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＜施設・団体＞

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

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：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3F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 03-5927-1284 FAX 03-5927-1281
Eメール gyoumubu@shougaiji-zaidan.or.jp
URL http://www.shougaiji-zaidan.or.jp/

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話し合いが終了したら、お互いの連絡先を交換して終了。
（以降、連絡は直接行う）

＜個人＞

O・Wさん
(70代女性、南長崎3丁目在住)
身のまわりのお手伝いをしてくれる方を募集しています。
現在、一人で暮らしていて、自立していますが、パーキンソ
ン症候群があるため、お茶を入れたり物を運んだりなどのち
ょっとしたお手伝いや、家の中の移動時に転ばないよう見守
りをしてくれる方がいてくれると助かります。家事とお花が
好きです。少しでも興味・関心のある方はご連絡ください。
▼内容：①話し相手、見守り、日常生活での手助けなど。
②体調のよい時に外出の付き添い(行き先はお買い物や必要
時の受診などです)。
※①、②のどちらかだけでも大丈夫です。
▼日時：いつでも。
▼活動場所：自宅
▼対象：特にはないですが、女性の方・近くに住んでいる
方・お世話好きな方歓迎。
▼問合せ先：当センター
TEL 03-3984-9375 FAX 03-3981-2946
Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp

デイサービスセンター要町
デイサービスセンター要町は池袋3丁目にある開設17年目を
迎えるデイサービスです。地域の高齢者、要介護者がご自宅
でより自立した生活をお過ごしいただけるよう日々ご支援さ
せていただいております。今回デイサービスのご利用者と一
緒に囲碁・将棋・麻雀といった趣味活動に楽しくご参加いた
だけるボランティアさんを募集いたします。
▼内容：デイサービス内でご利用者と一緒に囲碁・将棋・麻
雀にご参加いただきます。
▼日時：月～土曜日
▼条件：囲碁・将棋・麻雀ができる方
▼持ち物：なし
▼場所：デイサービスセンター要町
▼対象：どなたでも
▼募集人数：囲碁1名、将棋1名、麻雀1～2名
(曜日によってお願いする日が異なります)
▼その他：まずはお気軽にご相談ください。その後、事業所
でお顔合わせ、お打ち合わせをさせていただきます。
▼問合せ先：デイサービスセンター要町 担当：芦澤・古家
TEL 03-5949-6891 FAX 03-5949-6892
Eメール dc-kaname@care.co.jp
URL https://www.care.co.jp/office/ds_kanamechou
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令和 3 年度「第 33 回ふくし健康まつり」は、新型コロナウィルス感染症の拡大状況を鑑み、開
催を中止することとなりました。来場されるお客様やスタッフをはじめとした関係各位の感染防止
を第一に考えた結果、やむなく中止を決定いたしました。開催を楽しみにしてくださっていた皆様
におかれましては、大変申し訳ございません。
しかし、その代替として、今年は、障がい者団体・ボランティア団体等の活動をとしまテレビ
「としま情報スクエア」にて紹介させいただきます。ぜひ、ご覧ください。

放送日時
令和 3 年 12 月 3 日（金）午前 11 時～11 時 20 分

5mm～1㎝

▼切手ではありません

使用済み切手・書き損じハガキのご寄附ありがとうございました！！
＜10 月受付：9/26～10/25 受付分＞ 23 件 10,775ｇ
平、渡辺孝雄、福西易子、林美津江、
土屋医院、東京自殺防止センター、アトリエ村、巣鴨駅前郵便局、東京芸術劇場郵便局、
シスナブ健康文化クラブ、リマナチュラル(株)、ナカノエンジニアリング(株)、(株)オリ
ジン、南大塚地域文化創造館、区役所（税務課、西部生活福祉課、放課後対策課、道路整
備課、障害福祉課）
匿名5名
※敬称略・順不同
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ボラセン閲覧コーナー
今月のイチオシ！！

