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令和 3 年度感謝状贈呈式を開催いたしました！
令和 3 年 11 月 12 日、としま区民センターにおいて、豊島区民社会福祉協議会主催の令和 3 年
度「感謝状贈呈式」を開催いたしました。今回は、会長特認功労の部で、リボンサービス事業お
よびハンディキャブ運行事業の協力会員、困りごと援助サービス協力員の計 14 名（5 年以上協力
会員・協力員として活動された方）に、寺田会長より感謝状を贈呈いたしました。

贈呈式の感想など伺いました♪
コロナ禍で空き時間が増え、
最近は多めの活動ができている
上、このような賞をもらって光
栄です。
困りごと援助サービス協力員
リボンサービス協力会員
矢野幸一さん
一さん

5 年間を振り返っての
感想を伺いました♪
お役に立てて嬉しい♡
いつも利用会員さんのお宅に行く
と「あなたを待っていたわ」と言わ
れます。その言葉にパワーを貰いな
がら 5 年経ちました。
リボンサービス協力会員
小林純子さん

退職後、趣味と自由を堪能していた毎日でした
が、生活に緊張感を失いたくなく始めました。
利用会員の方から「ありがとう、ありがとう」と
言われるうちにあっという間に 5 年間。
こちらこそ『ありがとう』です。
ハンディキャブ協力会員
困りごと援助サービス協力員

鈴木修一さん

はんｓ鈴木修一さん

コロナ禍においても活動してくださる協力会員・協力員の皆さま、活動制限のある
中、日程や内容などご協力いただいている利用会員の皆さま、経済的に支援してくださ
っている賛助会員の皆さま、本当にありがとうございます。皆さまにとって来年が穏や
かで彩り豊かな年になりますよう、スタッフ一同お祈り申し上げます。

ボランティア募集！

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：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/

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）

＜施設・団体＞

こみっとプレイス
障がいを持った方の就労支援施設のこみっとプレイス
です。そこに通ってくる利用者さんとお菓子作りをして
います。一緒にお菓子を作りませんか？お菓子作りの好
きな方を募集しています。
▼内容：障がいを持った方とのお菓子作りをお願いした
いです。雑談・世間話 歓迎です。
▼日時：火曜日・水曜日(その他相談)
▼条件：障がい者の就労に理解があり、お菓子作りが出
来る方
▼持ち物：エプロン・バンダナ
▼活動場所：こみっとプレイス(都電雑司ヶ谷駅)
▼対象：どなたでも
(お菓子作りの利用者さんは女性ばかりです)
▼募集人数：2～3名程度
▼その他：お菓子・ランチなど作っています。割引価格
で提供させて頂きます。
▼問合せ先：こみっとプレイス 担当：河崎・斉藤
TEL 03-6903-1355 FAX 03-6903-1366
Eメール commit-place@roukyou.gr.jp
URL https://commit-place.roukyou.gr.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
▼活動場所：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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いんふぉめ～しょん

くらしとお金の学校セミナー
「任意後見制度」を知ってい
ますか？～親が認知症になっても、知って

～information～
＜講座情報＞

おくと親子ともども安心です～
▼内容：認知症のトラブルを防ぐためのいくつかの制度や
対策から「任意後見制度」について説明。最後まで自分
らしい人生を送り、家族の負担を和らげるためにも早目
の準備が必要。詳細は、当法人のホームページをご覧
ください。
▼日時：2022年1月15日(土）13：30～15：30
▼場所：オンライン(Zoom)
▼講師：川畑 静美氏(任意後見人・成年後見人・行政書士)
▼対象：どなたでも参加できます。
▼持ち物：筆記用具
▼定員：20名(先着順)
▼参加費：無料
▼締切：定員になり次第締切り
▼その他：HPの問合せフォームより、インターネットにて
お申し込みください。電話での申込はできません。
▼問合せ先：NPO法人 くらしとお金の学校 担当：新美
TEL 048-826-5428 FAX 048-851-5231
Eメール jimukyoku@kurakane.org
URL http://kurakane.org

地域のために働きませんか
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14日(月)・21日(月)・28日(月)
各日9：30～15：45
▼場所：健康プラザとしま7階 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(火)～1月28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
担当：若記
TEL 03-4566-2435
URL http://www.city.toshima.lg.jp/426/kenko/koresha
/kaigoyobo/1808301043.html

季節の節目に、クラフトマスクを送ってくださる区内のSさん。
今回はクリスマス仕様の封筒で、送ってくださいました。
いつもカラフルな封筒で、届くといつもすぐ
Ｓさんとわかります。
プロジェクト開始以来、ずっと心に留めて
くださり、本当にありがとうございます！
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10 月 27 日、28 日に豊島区×西武池袋本店「フードドライブ」が実施されました。
約 600 品の食品をお客様よりご提供いただき、そのうち 300 品を社会福祉協議会にご寄附いただきました。
当日は 10：30 開始でしたが、開始前から窓口へ来てくださる方もちらほら。
今回のフードドライブでは特に告知に力を入れられたそうで、
店内のポスター掲示だけでなくデジタルサイネージも活用されています。
また、開催前日に従業員向けの窓口も設けたり、
2 日間の開催中は窓口に様々な部署の人が交代で受付に立たれるなど、
店舗をあげて取り組まれていました。
幅広い年代の方が協力してくださった、今回のフードドライブ。

▲西武池袋本店地下 1F の様子

フードドライブとともに、食品ロスの問題について関心が高まっていることを実感しました。
お預かりした食品は、必要とされている方々へしっかりとお届けさせていただきます。

が始まります！
区内の魅力を伝える企画です！どこの何が登場するかは、発行されてからのお楽しみ♪
たいむらいん版の発行をお待ちください‼ （豊島区民社協 HP”広報バックナンバー“からご覧いただけます）

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！！
＜11 月受付：10/26～11/25 受付分＞ 52 件 16,649ｇ ハガキ 8 枚
須藤政子、濱田泰子、加藤仁、平田一枝、鳥羽文江、竹川恵美子、阿部和江、村上桂子、
西尾寿美子、亀山三恵子、箱根一美、
永寿会、折戸千歳会、帝京平成大学臨床心理学科、(株)光通信、巣鴨駅前郵便局、豊島区
役所前郵便局、サン・ラポール目白、税理士法人第一経理、早稲田速記医療福祉専門学校、
アトリエ村、特別養護老人ホーム菊かおる園、菊かおる園ケアハウス、池袋西地区民生委
員児童委員協議会、区民ひろばさくら第一、区役所（税務課、高齢者医療年金課、学習・
スポーツ課、土木管理課、障害福祉課、子ども若者課、介護保険課）
匿名17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！！

