
滝野川三丁目公園の様子
滝野川会場

東京シューレ王子の様子
王子会場

URヌーヴェル赤羽台の様子
赤羽会場

　おちゃのこ祭祭は、「まちづくりのためのネットワークをつくろう！」というキーコンセプトのもと、
参加団体がアイデアを持ち寄って、みなさまと一緒に作るお祭りです。毎年６月に滝野川会館で開催し
ていたおちゃのこ祭祭は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、２年連続で中止となっていま
したが令和４年度は北区内３地域（王子・赤羽・滝野川）で小規模なおちゃのこ祭祭を開催いたしました。
　久しぶりの多世代で楽しむイベントで、地域のみなさまとの出会い、再会、つながりを実感することが
できました。
来場者の方々をはじめ、出展団体のみなさま、また開催にご協力いただきました関係各所のみなさま、
このたびは大変ありがとうございました。
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北区社会福祉協議会は、これからも地域のみなさまとともに歩みます。

わ わわ

北区社会福祉協議会

北区社会福祉協議会の広報紙「きたふくし」は年６回発行です。
ホームページでバックナンバーもご覧になれます。
https://kitashakyo.or.jp/

お問合せ

03-3906-2352
Facebookやっています！
北区社会福祉協議会の最新情報やお知らせを
随時掲載しています。ぜひご覧になってみてください！

Instagramやっています！
北社協の日々の活動を掲載しています。
ぜひご覧になってみてください！

北区社会福祉協議会の広報紙「きたふくし」は、
環境に優しいベジタブルオイルインキとFSC  紙（森林認証紙）を使用しています。R

〒114-0021 東京都北区岸町1-6-17

これまでの地域福祉活動は北社協の
　　　　　 　でご紹介しています。
ぜひご覧ください！

　平素より当会の事業推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　長引くコロナ禍ではございますが、徐々に地域活動が再開に向かい、
さまざまな活動を住民のみなさまのお力をお借りして行うことができています。
　令和５年８月をもって当会は70周年を迎えます。今後も住民のみなさまとともに「誰もが安心して
暮らせるまちづくり」に取り組んでまいりますので、みなさまからの一層のご支援とご協力を
お願いいたしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

小学生向けプログラミング講座小学生向けプログラミング講座

6月1日6月1日 6月22日6月22日

子どもの居場所「きりがく」子どもの居場所「きりがく」

7月24日7月24日

ペーパークイリング教室ペーパークイリング教室

9月30日9月30日

一度は聞いておきたい借入の話一度は聞いておきたい借入の話

10月26日10月26日

谷田橋サロン 8周年イベント谷田橋サロン 8周年イベント

11月2日11月2日

昨年は大変お世話になりました昨年は大変お世話になりました

小さいおちゃのこ祭祭だヨ！小さいおちゃのこ祭祭だヨ！

子ども食堂「てこらカフェ」子ども食堂「てこらカフェ」

4月12日4月12日

地元で集合 in 王子･赤羽･滝野川 を開催しました！地元で集合 in 王子･赤羽･滝野川 を開催しました！

11月3日11月3日

親族後見人向け勉強会親族後見人向け勉強会

ちゃいちゃいちゃいちゃい

Facebook

あ！それいいねっ　　が
見つかる展示会

あ！それいいねっ　　が
見つかる展示会

北区社会福祉協議会会長

社会福祉法人 北区社会福祉協議会[ 編集･発行 ]誰もが
安心して暮らせるまちづくり誰もが
安心して暮らせるまちづくり

北社協キャラクター
「アイちゃん」

令和５年も地域のみなさまとともに歩みます。

３年ぶりに３年ぶりに
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( 木･祝 )



「地域のたす
けあい活動に参加してみませんか？」

〈 広告 〉

〈 広告 〉
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秋谷四郎　飯島トモ子　大蔵喜久子　太田須美子　大橋克明　岡本千代子　沖田洋子　河路久美子　

後藤政雄　櫻井フミエ　佐藤直道　鈴木和子　鈴木純子　鈴木藤子　関ハナ子　高木知子　千葉松子

塚林優子　野村真由美　弘中安代　藤武君枝　堀井泰江　堀江登美子　三上智恵子　盛川直子　森田益至　山田則子　渡邊敦

(医)石山耳鼻咽喉科医院　(税)安心資産税会計／(一社)安心相続相談センター／㈲相続110番協議会　(特養)みずべの苑　アネス㈱

王子加工所　大橋病院訪問介護ステーション　上十条安藤接骨院　ケアネットワーク　大栄電設工業㈱　東京東信用金庫

やさしい手赤羽居宅介護支援事業所　やさしい手赤羽訪問介護事業所　㈲アクス　リョービ㈱　㈱アイ･ビルド　㈱グッド･ウォール

㈱小橋商會　㈱トビタ　㈱フォー･ジェイ　㈱三駒　㈱ムトウ　(公社)王子法人会女性部会　家庭倫理の会北区　

北区肢体不自由児者父母の会　桐ケ丘地区民生委員・児童委員協議会　東京都行政書士会北支部　中十条二丁目町会　西が丘桜クラブ

フレンドハウス　ほのぼの会　谷津自治会　国保年金課高齢医療係　障害福祉課　介護保険課認定調査係　赤羽区民事務所　

赤羽エコー広場館　滝野川西エコー広場館　みずべの苑高齢者あんしんセンター　

使用済み切手

菊地秀直･玄砥･未華　鈴木和子　鈴木勝利　平田和子　堀井泰江　
盛川直子　譲原純子　渡邊敦　NTT東日本東京北支店　アネス㈱　

JR東日本尾久駅田端駅東十条駅王子駅尾久車両センター　ケアネットワーク　セレモニーしおん　
㈱大蔵プロパティーDAS東十条店　㈱タイムレス　㈱なとり　谷津自治会　

物品･金券等のご寄付

たんぽぽの会　齊藤藤枝子　育脳寺子屋たんぽぽの会　
安達恵美子　大野英治　越野建設㈱　髙木良一　石井國昭　

境井敬昌　平松德尊　岩脇彰信　ぷらっとほーむ桐ケ丘書道の会　

寄付金をお寄せいただいた方々

　　　　　　　　　　　多くの方からご寄付をいただき、全ての方のお名前を掲載するのが難しい状況

です。掲載ご希望の方は郵送の際に封筒などに「掲載希望」とご記入ください。

なお、今後は連名によるご寄付の場合には代表者（代表法人のお名前）のみ掲載とさせていただきます。

社会福祉法人

北区社会福祉協議会

〒114-0021
東京都北区岸町1-6-17
JR京浜東北線 王子駅
東京メトロ南北線 王子駅
北口徒歩５分
月～金／8:30～17:15 土日祝休み

石神井川
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【 対　象 】18歳以上（高校生を除く）　　　【 定　員 】各回10名程度（申込み順）

【お申込み期間】各回説明会前日までに電話申込み

サポートスタッフ募集説明会

「個人助成、団体助成」お申込み受付中！「個人助成、団体助成」お申込み受付中！
子ども･若者応援基金 子ども･若者応援基金 

おおむね６歳～22歳までの子ども･若者の経験･体験を応援する
個人（子ども･若者本人への助成）、団体向けの助成がはじまりました。

※説明会参加後に書類選考･
　養成研修（有料）があります。

「新規申込み団体向け助成金説明会」のご案内

令和５年２月28日 (火) 午前10時～11時30分1

【お申込み方法】令和5年2月6日(月)～2月24日(金)までお電話で受付。

【 定　員 】各回40名 (予約制)　　【 会　場 】いずれも、岸町ふれあい館３階 第５集会室

令和５年３月６日 (月) 午後２時～３時30分2

　地域住民が主体となって取り組む福祉活動を推進するために、サロンや趣味などの活

動を通じて地域の孤立や閉じこもりを防止する活動をしているボランティア団体、NPO

団体、障がい当事者団体などに対して、「歳末たすけあい募金」を財源とした活動資金の助

成を行っています。

　社会的孤立による不安をなくし、誰もが「安心して暮らせるまちづくり」のため、みなさ

まもこの助成を利用して身近な地域で行うささえあいの活動をはじめてみませんか？

　地域の高齢者の方などを対象に、家事や外出のお手伝いをする住民参加型の有償家
事援助サービスです。お手伝いいただく方は「サポートスタッフ」としてご登録いただ
いています。スタッフ募集にあたり説明会を実施しますので、ぜひご参加ください。

　　   は同じ内容です。
いずれかにご参加ください。

※助成対象、内容、金額などについては説明会で詳細をご確認ください。
※上記日程でご参加が難しい場合はご相談ください。

（北区岸町1-6-17）

ささえあいの活動を
はじめてみませんか？
ささえあいの活動を
はじめてみませんか？

友愛ホームサービスお問合せ

03-3907-9492

子ども･若者応援基金担当お問合せ

03-3906-2352

北区内で働ける求人あります！

管理係予約受付及びお問合せ

03-3906-2352

～福祉のしごと総合フェア　就職　相談・面接会～

【 会 場 】北とぴあ13階 飛鳥ホール 詳しくは
こちら（北区王子1-11-1）

　  月     日2令和５年 10予約制

午後１時～４時
金

入場無料 服装自由

※時間帯は変更になる場合があるので、最新の情報は当会ホームページやチラシをご確認ください。
※当日入場もできますが、混雑度合によってはお待ちいただく可能性もあります。

（受付は午後３時30分まで）

【 予約受付期間 】

友愛ホームサービス

説明会
日  時

令和５年度 歳末たすけあい･地域福祉募金助成

令和５年２月２日 (木) 午後２時～３時1

令和５年２月３日 (金) 午前10時～11時2

説明会
日時･会場

赤羽会館4階 第7集会室（北区赤羽南1-13-1）

岸町ふれあい館1階 第1集会室（北区岸町1-6-17）

【申込締切】令和5年1月31日(火) まで

「きたふくし」をいつもご覧いただきありがとうございます。
紙面についてのご意見を募集しております。
ご意見はこちらのQRコードよりアクセスください。

ご意見募集します！

※令和４年度に本助成金の交付を受けている団体で参加希望の場合は、お問合せください。
活動内容

部屋の掃除･買い物代行、

通院付添い･外出付添いなど

活動頻度 週１回、１時間程度から

費用弁償 １時間 900円

地域福祉係お問合せ

03-3905-6653
ご予約して

ご参加くだ
さい

令和５年１月19日(木)～２月８日(水)　午後５時15分まで
※ご予約の際には、①氏名　②電話番号　をお伝えください。

詳しくは当会ホームページもしくは直接お問合せください。

最大
個人チャレンジ助成

個人チャレンジ助成は子ども･若者の「チャレンジしたい」を応援する助成金です。
スポーツや音楽･芸術などの表現活動、自然体験、ワークショップなど子ども･若者の
体験を広げるための活動費用として最大30万円の助成金を受けることができます。

最大
団体活動助成は、子ども･若者に対して
さまざまな経験･体験につながる活動に
取り組んでいる支援団体への助成金です。

団体活動助成

令和４年９月16日から令和４年10月31日までにご寄付いただいた方は次の通りです。
感謝の意を込めて、お名前を掲載いたします (順不同･敬称略)。

ご寄付、ありがとうございました

1 2

使用済み切手について

TEL.
FAX. 03-3905-4653

03-3906-2352


