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こども縁日＆防災アドベンチャー
おとなも子どもも遊んで学べるコーナーです。
防災アドベンチャーで体験すると縁日ゲーム券をプレ
ゼントします。消火器で的あてゲーム、防災かみしば
い、AED体験、足湯、非常食体験、防災かるた、バケ
ツリレーなどがあります。

入場無料
第11回福祉まつり福祉まつり

ふれあい川柳展
子どもから高齢者の方々が詠んだ、大好きなふるさとや、思い出をつづった
川柳を展示します。あなたの心に沁みる川柳を見つけてください。

使用済み切手を募集
当日、封筒についている使用済み切手をお持ちいただいた方
に粗品をプレゼント！（粗品はなくなり次第終了します。）

体験コーナー
健康・体力測定や、車いす、アイマスク、点字体験などがあります。

五城目町・嬬恋村の物産ブース
千代田区姉妹都市の特産品を販売します。

食べ物横丁
焼きそば・いそべ焼きなどおいしいものがもりだくさん！
※11:20からの開始となります。※売り切れ次第終了。

ボランティア団体の活動紹介など、他にも催し物多数！！

日 時 10月12日（土）
       午前11時〜午後４時（終了予定） 主催／ 福祉まつり実行委員会

共催／ 千代田区
 千代田区社会福祉協議会

会 場  千代田区役所
      （千代田区九段南1-2-1）

●ホームページ●
http://www.chiyoda-cosw.or.jp/
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みさきトーク＆ライブ
午後2時45分〜午後3時15分

〜つなげよう  　 みんなの手〜
福祉まつりは、千代田区に住み、働き、学ぶ、多くの人たちが参加し、出会いやふれあいを通じて、ともに支え合う
“ちよだの福祉コミュニティ”を創ることを実感できるイベントです。町会・ボランティア・NPO・企業などの千代
田の福祉を支える地域団体が大集合！

たかたのゆめちゃん
（岩手県 陸前高田市）

海の子 ホヤぼーや
（宮城県 気仙沼市）

のまたん
（福島県 南相馬市）

ステージに登場したり、
会場内をお散歩します。
ぜひ会いに来てください！

被災地
ゆるキャラ

大集合

●ボランティアきっかけツアー
参加者がボランティアグループやNPOを知り、つなが
るツアーを行います！
※事前申込み、当日参加、どちらでもご参加いただけます。

●『隣人祭り』紹介コーナー
福祉まつりをきっかけに、
ご近所さんとお知り合いになりましょう！ 

●販売・配布などのものはなくなり次第終了となりますのでご了承ください。 ●福祉まつりにおける売上金は、
区内の福祉活動・各団体の活動に活用されます。●駐輪場には限りがあります。お越しの際は、なるべく公共
交通機関をご利用ください。 ●雨天等プログラム進行の都合により、内容を変更することがありますので、
ご了承ください。

●被災地復興応援物産ブース
被災地復興の願いを込めて、東北地方を応
援する団体の物産を販売します。

●限定「は・あ・とパン」販売
東北の特産品を活用した特製焼き立てパンです。

●「みんなの未来をまもりたいぞう」の販売
区内に避難されている被災者の方の支援としてボランティアが製
作した「みんなの未来をまもりたいぞう」（タオル）を販売します。

【プロフィール】199８年10月8日、岩手県大槌町生まれ。
小学校３年のときから民謡を始め、数々の民謡コンクールで優勝。
東日本大震災後、避難所生活を送る人たちへの慰問活動をしている姿が
注目を集め、2012年に「故郷～ Blue Sky Homeland ～」でCDデビュー。
ふるさとを離れた人が、遠く切なくふるさとを想う気持ちが込められている。
2012年日本有線大賞新人賞、日本レコード大賞新人賞を受賞。震災復興応援コーナー 義援金募金にご協力ください

午前11時〜午前11時20分 オープニングセレモニー
午前11時20分〜午後2時35分 はあとステージ （福祉団体･ボランティア団体が出演するステージ)
午後2時45分〜午後3時15分 臼澤みさきトーク＆ライブ
午後3時15分〜午後4時 エンディング　ふれあい川柳受賞者発表、福引大会

  ステージプログラム 　               　※時間は目安です。多少前後することもあります。

手話通訳あり



社協メールマガジンが
新しくなります！

毎週１回のお楽しみ♪
千代田の旬な地域情報を、みなさんの携帯・パソコンのメールにお届けします！
●ちょっと時間があるときに、できることってある？
●どうしたらボランティアに参加できるの？
●町会の福祉活動って、どんなことをしているの？
…など、「そうなんだ！」を発信しています！

【登録方法】
■インターネットで
　ちよだボランティアセンター
　http://www.chiyoda-vc.com/
■電話、FAX、メールで（地域福祉係まで）
　TEL：	03-5282-3711
　FAX：	03-5282-3718
　Mail：	chiiki@chiyoda-cosw.or.jp

登録者募集中！
登録キャンペーン

○ボラダーリストバンド
○ツナ缶　○エコバッグ
福祉まつり当日にお渡しします。
※数に限りがあります。

社協、メールマガジン

■対象世帯　次のすべてに該当する世帯
　（生活実態により、住民票が世帯分離していても
　		同一世帯とみなす場合があります。）

　①区内在住（在宅で生活している方）
　②世帯の年間総収入金額が生活保護世帯
　　の1,15倍以内程度
　　（世帯構成により基準額が異なります）

　③生活保護を受けていない
　④不動産（土地・建物）を所有していない
　　（現在、居住している土地、建物は除く）

本会の福祉事業にご賛同いただける
皆様へ会員加入のお願いをしていま
す。社会貢献活動などにご理解をい
ただける方は、ぜひご検討下さい。
また、あわせて福祉事業への賛助金
も承っております。皆様のご協力を
お待ちしています。　【担当・総務係】

寄付日 所属団体名 金　額
6/29、7/29、8/29 中山	幸豁 30,000円
6/29、7/29、8/29 五徳薬品株式会社 30,000円

7/1 匿名希望 20,000円
7/1 匿名希望 4,000円
7/2 千代田区学習グループ連絡会 30,000円
7/19 匿名希望 2,000円
7/22 匿名希望 2,000円
7/25 大野	京子 5,000円
7/30 匿名希望 2,000円

8/16 そごう・西武労働組合
法人外商支部 20,000円

8/20 匿名希望 264,952円
8/23 11162会 34,340円

●物品寄付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成25年6月1日〜8月31日現在）敬称略
寄付日 所属団体名 寄付物品の内容

6/3、6/28、7/24 株式会社三菱東京UFJ銀行 胡蝶蘭、お米券、株主優待物
6/6、7/17、7/26 東京海上日動火災保険株式会社 米、食品
6/24、6/27 東京海上ホールディングス株式会社 お菓子類、茶葉、ボールペン

6/28、7/25、8/23 カンロ株式会社 お菓子類
7/3、7/10、7/17、7/24、7/29、8/5、8/10 大和証券グループ本社 株主優待物

7/8 三菱東京UFJファイナンシャルグループ クッキー、団扇
7/10 村松	麻里子 ゼリー
7/12 フジモトHD株式会社 車いす
7/18 ㈱大塚商会 杖、事務用品
7/24 三菱商事㈱ 傘
7/24 ㈱三菱東京UFJ銀行	決済事業部	顧客有志ご一同様 株主優待物
8/2 株式会社三菱東京UFJ銀行 郵券
8/7 匿名 炊飯器
8/20 東京都公衆浴場組合 ボールペン

●寄付金　　 （平成25年6月1日〜8月31日現在）敬称略

会員加入のお願いちよだ社協　問い合わせ・申し込み先
■千代田区社会福祉協議会　〒101-0065 千代田区西神田1-3-4　総務課／地域福祉課　 ４階 
【TEL】5282-3711（共通）　【FAX】5282-3718（共通）
【TEL】5282-3713（ふたばサービス）
【TEL】5282-3100（ちよだ成年後見センター）
【TEL】5282-3716（ちよだボランティアセンター）
【TEL】5282-3725（ファミリー・サポート・センター）

■高齢者センター
〒101-0051 千代田区神田神保町2-20　【TEL】3265-3981　【FAX】3265-3980　【E-mail】ckcenter@quartz.ocn.ne.jp

【E-mail】info@chiyoda-cosw.or.jp（共通）
【E-mail】chiiki@chiyoda-cosw.or.jp（地域福祉係）
【E-mail】kouken@chiyoda-cosw.or.jp（ちよだ成年後見センター）
【E-mail】volunteer@chiyoda-cosw.or.jp（ちよだボランティアセンター）
【E-mail】famisapo@chiyoda-cosw.or.jp（ファミリー・サポート・センター）

の　　　を
受付します

登 録
要 援 護 者 世 帯

■申込み期間
１０月１日（火）〜１０月２５日（金）
※登録申込みについては、必要提
出書類等がありますので、必ず事前
にお問い合わせください。

※歳末たすけあい募金からの見舞
品の内容については、１２月に行う
歳末たすけあい募金配分委員会に
て決定します。

収入額が一定以下で生活の支援を希望する世
帯を要援護世帯として登録し、歳末たすけあ
い募金から見舞品をお贈りします。昨年度に
登録をされた方も再度申込みが必要です。
必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

　ふたばサービスは、住み慣れたまちで安心して暮らしてい
くための、助け合いの制度です。
　地域の皆さんの参加と協力により、助け合いの援助を必要
とされる方の日常生活の負担を少しでも軽くするため、主に
高齢者を対象として有料で家事支援を行っています。

=ふたばサービス会員紹介=
今回は、協力会員の藤原紀子さんをご紹介します。
　2009年の会員登録後、その元気で明るい性格か
ら、利用者からも「藤原さんにお願いしたい」とリ
クエストが絶えません。ご自身のお仕事と、ご家庭
の合間を縫って、通院付き添いやお掃除といった活
動をお願いしています。

「とにかく人が好きなんです。そして生まれ育ったこの街が大好き。私
がおじゃますることを忘れずに待っていてくださっていて、“来てくれ
てありがとう”って言っていただいた時は本当に嬉しくて元気が出てき
ます」と、にこやかに話して下さった藤原さんでした。

=協力会員を募集しています=
援助を必要とされる方のお宅に伺い、お掃除やお買い物といっ
た日常的な活動にご協力いただける会員を募集しています。
18歳以上の方であれば年齢･性別･資格･学歴は問いません。
活動費・・・１時間 　¥1,000〜
このサービスは地域の皆様で支え合う会員制で運営しています。
利用される方、協力下さる方、共に年会費（¥1,000）が必要です。

 【問い合わせ】 ふたばサービス
  電　  話　03-5282-3713
  Eメール　chiiki@chiyoda-cosw.or.jp

ふたばサービス

  〜10/12
　 （土）

登録者には特典をプレゼント



高齢者センター　問い合わせ

パソコンサロン

バス旅行

長寿会

申込み無しでできるものも、

たくさんあります!!

申込み不要で当日
参加できるものとし

ては、毎日（開館

日）10：30から行
っている「脳のトレ

ーニング」があり

ます。まずラジオ
体操をして体をリ

フレッシュ！音読・
漢

字の読み書き・計算
のプリントで脳を活

性化しましょう！

そのほか、無料で
つかえるパソコンや

筋力トレーニング

マシンなどもあり
ます。

高齢者センター
●高齢者センターとは？
60歳以上の千代田区民を対象とした、健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりの
ための施設です。（無料の登録制）

●利用方法は？
住所･年齢が確認できるもの（健康保険証など）をお持ちください。
簡単な健康チェックのあと、利用証をお渡しします。約10分位で発行できます。

●どんなことをやっているところなの？
高齢者センターでは、講座・講習会をはじめ、季節のイベントを開催しています。
そのほか、健康づくりとして各種「健康相談」や、また趣味や生きがいづくり・
仲間づくりの場として「同好会」や「長寿会」の活動のサポートを行っています。

●講座・講習会ってどんなことをしているの？
講座・講習会は、様々な科目（アート・ウォーキング・歴史など）を設け、季節毎や
年間を通じて行うものなどがあります。特に１年を通して行う高齢者大学は文学や自
然科学などの講座と館外での活動をおりまぜ、皆様から人気の講座となっています。
申し込みについてはお問い合わせください。

まだまだ紹介しきれない講習会や同好会、行事がたくさん
あります。次号でもご紹介していく予定です。詳しく内容
を聞きたい！と思った方、一度お問い合わせください。事
業の詳細については、高齢者センター月報「のぞみ」や区
報などでお知らせしています。
またインターネットでもご覧いただけます。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20

【TEL】3265-3981（開館時間 午前9時から午後5時）

【ホームページ】http://www.chiyoda-cosw.or.jp/koureisha-c/

千代田区立高齢者センター 　検 索

新たな楽しみを見つけましょう60歳からの

パソコンサロンは“初心者でも大丈夫！！”ていねいに教えてくれるボランティアのみなさんと一緒に学ぶことができます。気軽に参加して、パソコンをより身近なものに♪

清水

高齢者大学では、講演会やゼミナー
ル、社会見学などの年間プログラムを

開催。新たな知識を広げたいと思ってい

るあなたにピッタリ！

おりがみ講座も大人気です。
野中

年2回のバス旅行では、無理なく楽しく参
加できるよう、ゆとりを持った行程にして

います。おひとりでの参加もできますよ。

この写真の立派なナスは野菜作り講習
会で利用者の皆さんが作ったものです！

吉村

高齢者
の方が

ご近所
どうし

で

集まる「
長寿会

」。旅行
や子ど

もとの交
流行事

もありま
す。

元気な笑
顔に出会

えますよ
！

尾﨑

高齢者大学



住宅の連帯保証
人になれるのか？

本人の収入に見合う
施設探しが大変！

不動産の処分
について

本人が死んだときの手続
きをどうすればよいか？

株の売買を
どうしたらいいか？

 ● 運営ボランティア

問い合わせ・お申し込み

＊福祉まつり全体のご案内は１面をご覧ください。

毎年恒例！ボランティアが支える福祉まつり！
今年もやってきました、福祉の一大イベント“第11回福祉まつり”
当日、まつりのお手伝いをしていただける方を募集します！
はじめての方でも大歓迎です。
ぜひ一緒にまつりを盛り上げましょう！
＊場所は千代田区役所（千代田区九段南１－２－１）周辺になります。

〜ボランティア総勢600名が参加する福祉の祭典です！〜

【日　時】	 10月12日（土）午前９時〜午後5時（時間は相談に応じます）
【内　容】	 ❶	ブース運営・販売補助のお手伝い
	 	 １）	被災地物産品販売コーナー
	 	 ２）	こども縁日・防災アドベンチャー
	 	 ３）	スタンプラリー
	 	 ４）	はあとステージ　など
	 ❷	会場での来場者の案内や駐輪場などの交通整理のお手伝い
	 ❸	会場設営や後片付けの力仕事のお手伝い
	 ＊交通費自己負担・軽食あり（午前・午後と活動する方）

【日　時】	 10月12日（土）❶午前１０時３０分〜午後1時3０分
　　　　　　　　　　 ❷午後 １ 時3０分〜午後4時３０分（集合１５分前）
【内　容】	 来場者の案内や質問に答えるなど、まつりの見どころをご案内や車いすの付添いなど
【事前説明会】	 福祉まつりについて説明します。ご参加ください。
	 	 日時	１０月4日（金）午後6時30分〜午後8時30分　場所	千代田区役所601会議室
【申込み】	 	 電話・ＦＡＸ・Ｅメールにて受付
	 	 ＊交通費自己負担・❶❷とも活動できる方に軽食あり

【日　時】	 10月12日（土）❶午前１０時３０分〜午後１時
　　　　　　　　　　  ❷午後１2時3０分〜午後4時（予定）
【内　容】	 福祉まつりに、東北３県のゆるキャラがやってきます！	ゆるキャラの着ぐるみの中に
	 入る方、付添い・観光PR等をしていただける方を募集します。
	 ※着ぐるみ（3体を予定）によっては、性別や身長の制限（155〜170cm）がありますので、
	 　詳細についてはお問い合わせください。申込みの際に、身長をご記入ください。

 ● コンシェルジュ 

 ● 「被災地ゆるキャラ大集合」ボランティア ちよだボランティアセンター
TEL：03-5282-3716
FAX：03-5282-3718
E-mail：11th@chiyoda-cosw.or.jp
　　		　		（まつり専用）
定員になり次第締め切らせていただきますので、
お早めにお申し込み下さい。

▲子ども縁日の
　ヨーヨーすくい

▲来場の方をご案内するコンシェルジュの皆さま

▲毎回大盛況の飲食ブース

新鮮な産地直送品が▲
並ぶ物産展

家族の後見人になったはいいけれど、自分の活動があっているのか、家庭裁判所
への報告はどうしたらいいか、一人で悩んでいる方がたくさんいます。今回は、親
族後見人が不安に思っている「本人が亡くなる時の後見人としての役割」につい
て知り、参加者が困っていることの情報交換をしたいと思います。
　【日　時】　１２月4日（水）午後２時〜４時
　【会　場】　千代田区社会福祉協議会３階会議室
　【対　象】　親族の後見人になっている方・今後なる予定の方
　　　　　　（区内在住・在勤、または千代田区に被後見人がいる方）
　【定　員】　１５名
　【内　容】　○講座「亡くなったときの備えと死後事務のすすめ方」
　　　　　　　お話／弁護士		八杖	友一さん
　　　　　　○後見人の活動Q＆A（情報交換）

　　●親族後見人が不安に感じていること（一例）
　　　　　（６/28初心者!	後見人講座参加者アンケートより）

「成年後見ワンポイントアドバイス」お配りしています！
どうしてもわかりづらい成年後見制度のこと。最新の動きや、よく寄せられるご質問など、やさしく解
説しています。すでに家族の後見人になっているけれども後見人の活動がよくわからない方、これから
申立てを考えている方必見！ご希望の方には郵送もしております（年４回発行）。ぜひご連絡ください。

「亡くなったときの備えと死後事務Ｑ＆Ａ」

〜10/12（土）福祉まつりに参加します〜

★あなたの「だまされやすさチェック」
★「あなたが経験したあやしい電話・
	　	あやしい勧誘」アンケート
区内で起こっている悪徳商法被害の実態
を、参加者アンケートから分析します。
ブース来場者には…
「ちよだ悪徳商法バスターズ特製
　　　　		平成２６年カレンダー」他、
		悪徳商法撃退グッズをプレゼント！

ステージ

悪徳商法撃退ブース

私たちと一緒に区内の悪徳商法を撃退しましょう！

後見人のための勉強会

ボランティア募集

各1０名

15名

３０名

◦問い合わせ・お申し込み◦　ちよだ成年後見センター　TEL 03-5282-3100　ＦＡＸ 03-５２８２-３７１８　E-mail kouken@chiyoda-cosw.or.jp

朗読劇「その電話大丈夫？！	
	 次にねらわれるのはあなたカモ」
午後1時10分〜午後1時40分（予定）
「私は大丈夫！」と思っている人もなぜか
ついついだまされてしまう巧妙な詐欺の
手口を、臨場感たっぷりに朗読劇でお伝
えします。


