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誰もが安心して暮らせるまちづくり

令和2年 11月15日発行 

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。

Facebookやっています！
北社協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！

北区社会福祉協議会　Tel.０３－３９０６－２３５２
お問合せ

ホームページもご覧ください　https://kitashakyo.or.jp/

編集・発行  社会福祉法人　北区社会福祉協議会（北社協）話がある和になる輪ができる
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

社会福祉士相談実習生・水曜会のみなさま
北社協キャラクター「アイちゃん」

北区歳末たすけあい・地域福祉募金がはじまります。
～令和2年12月1日～12月31日～

「地域でのささえあい」と「福祉のまちづくり」を推進するため、「北区歳末たすけあい運動・地域福祉募金」にご協力をお願いいたします！

北区歳末たすけあい・
地域福祉募金とは
地域や家庭の状況が大きく変わり、
人と人との関わりが希薄化している
といわれる近年、「みんなでつくる福
祉のまち」を合言葉に、募金運動を
展開しています。
高齢者や障がいのある方、子育てを
している方などが孤立しないよう、
地域でささえあうさまざまな活動や、
地域の福祉課題に取り組む活動を展
開している団体への助成、福祉学習
などの事業に力を入れています。

【実施団体】
北区町会自治会連合会　
北区赤十字奉仕団　
北区民生委員・児童委員協議会　
北区社会福祉協議会

募金を集めてくださる方から （北区町会自治会連合会　松本 晴光　会長）
　本年も12月1日から12月31日までの1か月間にわたり「北区歳末たすけあい・
地域福祉募金」の募金活動が始まります。地域の町会自治会などのご協力のもと、 
多くの区民の皆様に支えられて、毎年たくさんの募金を集めることができております。
　本年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、外出など控えがちな状況で
はございますが、こんな時こそ地域の皆様のあたたかいお気持ちが「誰もが安心し
て暮らせるまちづくり」に繋がるものと思っております。
　地域の方々にご協力いただきました募金は、地域の子どもたちの安心できる居場
所づくりや社会的孤立を防ぐために活動されている団体への助成、車イスの無料貸
出などあらゆることに活用させて頂いております。
　募金を通じて北区の福祉のまちづくりに是非ご協力をお願い申し上げます。

◎下記の窓口でも募金を受け付けます。
窓口 所在地 受付期間

富士見橋エコー広場館 田端 5-16-1
12/1（火）から

12/18（金）まで
（水曜・祝日休み）

北ノ台エコー広場館 上十条 5-14-4
滝野川西エコー広場館 滝野川 6-21-25
赤羽エコー広場館 赤羽 1-67-62
十条台地域振興室 中十条 1-2-18

12/1（火）から
12/25（金）まで

（土曜・日曜・祝日休み）

王子地域振興室 豊島 1-14-12
豊島地域振興室 豊島 3-27-22
十条地域振興室 十条仲原 1-20-10
神谷地域振興室 神谷 3-35-17
赤羽西地域振興室 西が丘 1-5-2
志茂地域振興室 志茂 1-34-17
赤羽地域振興室 赤羽南 1-13-1
赤羽北地域振興室 赤羽北 2-25-8-201
滝野川西地域振興室 滝野川 6-21-25
滝野川東地域振興室 滝野川 1-46-7
西ケ原東地域振興室 西ケ原 1-23-3
昭和町地域振興室 昭和町 3-10-7
浮間地域振興室 浮間 2-10-2
桐ケ丘地域振興室 桐ケ丘 2-7-22
田端地域振興室 田端 3-16-2
東十条地域振興室 東十条 3-2-14
堀船地域振興室 堀船 2-16-11
東田端地域振興室 東田端 1-12-14

北区社会福祉協議会事務局 岸町 1-6-17 12/1（火）から12/28（月）まで
（土曜・日曜・祝日休み）

ぷらっとほーむ桐ケ丘 桐ケ丘 1-6-2-101 12/1（火）から12/28（月）まで
（日曜・祝日休み）ぷらっとほーむ滝野川東 滝野川 1-46-7　滝野川東区民センター 2 階

◎町会自治会、赤十字奉仕団などのみなさまが募金の協力にお伺いします。

北区歳末たすけあい
地域福祉募金

み
ん
なで

つくる福祉のま
ち

管理係
Tel.03-3906-2352

お問合せ
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記事に関する皆様のご意見・ご感想などございましたら、電話・FAX・お問合せフォームよりお聞かせください。

Tel. 03-3906-2352　Fax. 03-3905-4653　
お問合せフォーム https://kitashakyo.or.jp/contact

Instagramやっています！
https://www.instagram.com/kitashakyo
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！

※広告募集中！ 広告で社会貢献しませんか？（1枠 20,000円）　詳しくは管理係まで　Tel.03-3906-2352

Tel. 03-3908-7280
権利擁護センター「あんしん北」

お問合せ

歳末たすけあい・地域福祉募金を財源に行っている事業の紹介です

車イスの貸出を行っています

　北区内の地域団体にご協力いただき、地域の皆さんのために車イスの貸出を行っています。
【こんな時に利用できます】
●  高齢の母を美容院に連れて行くために、車イスがあったら助かる
●  子どもが骨折してしまったので、通院のときに車イスを使いたい
●   祖父と旅行に行くので、旅先に車イスを持って行きたい

【ご利用の方法】
車イスステーションは北区内に約170ヵ所あり、ステーションごとに 
貸出条件が多少異なります。車イスステーションを実施している 
お近くの地域団体（町会・自治会・地域振興室・福祉施設等）に事前に
お電話でご確認の上、ご予約ください。

　ご申請に応じて、3カ月間を限度として紙おむつを差し上げます。
【対象】
●  介護保険の要支援1～要介護2までの方
●  申請時74歳以下で要介護3の方
●  65歳以上で、常時紙おむつが必要な方
※ただし、以下の方は対象外となります。
・過去に当サービスで紙おむつの支給を受けたことがある方
・要介護４、５の方
・75歳以上の要介護３の方
・障害者手帳１、２級、愛の手帳１、2度の障害がある方

車イスステーションの場所
（北社協ホームページ）

地域福祉係 Tel. 03-3905-6653お問合せ

紙おむつ支給事業
（北社協ホームページ）

紙おむつを差し上げます

助成金を活用した地域ささえあい活動団体の取り組み

　こころとからだの元気L
ラ ボ

ab.は、仕事、家事、子育て、介護など
によるストレスをひとりで抱えこまないためにアロマやハンド
タッチングを通して交流活動を行い、地域のイベントに参加した
り、福祉施設や認知症カフェでのボランティア活動を行ったり、 
積極的に地域交流を行っている地域ささえあい活動団体です。

団体からのひとこと

　活動に制限があるコロナ禍、メンバーの笑顔に出会え、人と人
が繋がることの大切さを痛感しました。ハンドタッチで人の触れ
合いや温もりを届けることができない今、「自分たちに何ができる
か？」　試行錯誤を重ね、小さなことでも、今できることを続ける
ことが大切と考え、活動を再開できたことを嬉しく思います。
　これからもアロマ(植物の香り)とハンドタッチングを通して、い
つでも、どこでも、だれもが楽しめるように、私たちも元気に活動
していきたいと思っています。

不安で心配な今だからこそ「今できることをしよう」

　新型コロナウイルスの影響で外出自粛が行われた4月から
6月までの3か月間、こころとからだの元気Lab.では、対面で
の交流会は、開催することができなかったそうです。しかし、こ
んな時だから「今できることをしよう！」と、メールなどでメン
バーに定期的な連絡を行い、集まることができなくてもできる

「香りのお便りカード」を作成し、訪問できないボランティア活
動先や知人に配布され、社協にもお送りいただきました。また、
顔を見ての交流「オンラインで一緒にマスク作り」を企画。事前
に型紙と作り方を描いた資料を送付するなど工夫をし、80代
のメンバーも頑張ってオンライン企画にも参加されたそうで、

こ
こ
ろ
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Tel. 03-3905-6653地域福祉係お問合せ

地域ささえあい活動とは
　地域に暮らすみなさんが主体となって行う自主的な活動のこと
で、営利を目的とした活動ではないことが要件にあります。運営ス
タッフも、参加者も、誰でも参加できる地域に開かれた活動です。

（現在167団体）
　北区には地域を元気に！という思いから、コロナ禍でも、感染
症対策について考え、工夫しながら、ささえあうこと、繋がること
を諦めずに活動をされている地域ささえあい活動団体が沢山い
らっしゃいます。この多くの活動は、みなさまからいただいた歳末
たすけあい募金が財源の一部として使用されています。今年も歳
末たすけあい募金と、地域を元気にする
活動へのご協力をお願いいたします。

社協に送ってくださった
「香りのお便りカード」と
「手作りミスト」

あなたの家の近くの
地域ささえあい活動

サービスの内容

生活支援員による支援の様子

　福祉サービス利用援助事業は、判断能力の十分でない高齢者や障がいのある方
に対して、「生活支援員」と「専門員」が定期的に訪問し、福祉サービスの利用手続き
のお手伝いや日常的な金銭の支払い、銀行での払い戻しや書類の預かりなどをお
手伝いします。

こんなことでお困りの方はいらっしゃいませんか？

権利擁護センター「あんしん北」の福祉サービス利用援助事業とは？

●支払いを忘れてしまう　●郵便物の内容がわからない　●預金を引き出せない

●福祉サービスの利用援助
・ 福祉サービスの情報提供、助言
・  福祉サービスの利用時の要望や 

苦情を伝える支援
・  利用料の支払い手続き

基本サービス
●書類等の預かりサービス
貸金庫で大切な書類等をお預かりします。
例：実印、通帳、年金証書、権利証など

●日常的金銭管理サービス
・ 金融機関での手続き　
・ 支払い手続き
・ 年金や福祉手当などの受け取り手続き

必要に応じて

〈基本料金〉　 1回1時間29分まで1,000円
〈延長料金〉　 以降30分ごとにプラス500円
〈書類などの預かりサービス〉 １ヶ月1,000円

利用料金

サービスの内容

【貸付の対象となるもの】
　一定所得以下で、受験期のお子さんがいる世帯の学習塾代、
受験料。

【返済について】
　対象の学校に入学後、所定手続きにより免除します。

申込受付中！
受験生チャレンジ支援貸付金

【貸付内容】

学習塾等受講料貸付金
　　中学3・高校3年生等	 200,000円（上限）

大学等受験料貸付金　
　　中学3年生等	 27,400円（上限）
　　高校3年生等	 80,000円（上限）

※相談は予約優先。事前にお電話いただくことをお勧めします。
※申込期限は令和3年1月29日(金)までとなります。
※�新型コロナウイルスの影響で、令和2年の収入が減少となった�
ご世帯はご相談ください。

Tel. 03-3907-9494
福祉資金担当

お問合せ

北区歳末たすけあい
地域福祉募金
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北区歳末たすけあい
地域福祉募金

み
ん
なで

つくる福祉のま
ち

北区歳末たすけあい
地域福祉募金
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【ご利用にあたって】
① まずお電話で、支給の対象となるかご確認ください。
②  支給の対象と確認できた方は、介護保険証と健康保険証の 

２点を必ずお持ちのうえ、ご来所ください。

コロナ禍でも繋がることを諦めない取り組みをされています。 
そして7月から直接メンバーと会うことができたとのご報告もい
ただきました。今年度は、感染予防に配慮し、ハンドタッチングは
セルフケアに変更して自分自身を元気にする活動を計画している
とのことでした。

貸付には所得要件などがあります。
詳細はQRコードでパンフレットを
ご確認または電話にてお問合せください。

詳しくは、
「あんしん北」まで
お問合せください。
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原則20～64歳
対象年齢

ほとんどの病気が対象

うつ病、統合失調症、知
的障害、発達障害など
の精神疾患、がん、脳
疾患、心疾患、ﾍﾟｰｽﾒｰ
ｶｰ、人工弁、人工透析、
眼、耳、肢体、難病など。

「障害年金」てなに？
皆が入っている公的年金「国民年金・厚生
年金」の給付の一つです。老齢年金は一般
的には65歳になるともらえますが、その前

に「病気やけがで働くのが困難になったと
き」に助けてくれるのが「障害年金」です。
対象は原則20∼64歳で、受給額は障害の
状態や加入年金に応じて年間約60万円
∼200万円にも。「障害年金の対象になる
か」まずは「無料相談」へお電話ください。

詳しくはHP『赤岩障害年金』で検索

障害年金の手続きを
お引き受けします！

障害年金無料電話相談
受付時間 月～金 9:00～17:00

☎03‐6317‐8949
障害年金の請求を代理する民間の事務所です。
赤岩障害年金ｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ 北区王子5‐2‐5‐716

運営 赤岩社会保険労務士事務所
社会保険労務士

赤岩幸一

〈広告〉 〈広告〉

〈広告〉

①申込書※3の記入と提出
②支払方法：�北社協事務局またはお住まいの地区の民生委員さんへ

(銀行振込も可)

※1：�年会費1,000円を想定し「1,000円÷365日≒3円」として計算しています。
※2：�寄付金控除は、制度上、対象金額が2,000円を超える部分から、控除が始ま

ります。具体的な控除額やその上限、他の寄付金との合算など、寄付金控除
制度に関する詳細は、直接税務署へお問い合わせください。

※3：�申込書は当会ホームページまたは巻末の連絡先までお問い合わせください。

パートナー（=会員）とは、北区社会福祉協議会の趣旨、事業にご賛同いただき、年会費を納めていただくことで、
事業を財政面から支えていただくものです。
北社協の一員として、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」にぜひご協力をお願いします。

【会費を始めとする財源の使い道】

【税制優遇措置について】

【会員の種類と会費】 【入会方法】

その他、この地域をより良くするための各種福祉事業

個人の方
確定申告時※2、

寄付金控除の対象

法人の方
法人税法上、

損金算入が可能

社会福祉法人
北区社会福祉協議会

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
［開所日］
月〜金／8：30〜17：15　
第1第3土／8：30〜12：30
祝日／休み

石神井川

至 

赤
羽

順天学園

親水公園

飛鳥山公園

北区社会福祉協議会
岸町ふれあい館

北区役所

北
と
ぴ
あ

明治通り

北
口

コンビニ権現坂

王
子
駅

都
電
王
子

駅
前
停
留
所

Tel.03 -3906-2352
Fax.03-3905-4653

〒114-0021
東京都北区岸町1-6-17

※�「くらしとしごと相談センター」は、月〜金のみ開所。�
土曜に手続き・相談がある場合は、事前にご予約・ご確認をお願いします。

※�コロナウイルス感染防止の観点から、当面のあいだ土曜日はお休みとさせて
いただきます。

交通誘導警備員募集！ 
★５０歳以上の長期で働ける方募集★ 

◆６０～７４歳の未経験者・女性大歓迎◆ 

♪無理なく働けるので8割の方が5年以上勤務♪ 

☎ 03-6821-0222 

仕事…建設現場における交通誘導 
勤務…8:00～17:00 
         直行・直帰 (概ね1時間以内) 

●交通費全額支給     ●入社祝金：3万円 (社内規定有) 
●週3日から勤務可 ●2級資格者手当：1,000円／日 

日給 9,000円～11,000
円 
 

☎ 03-6821-0222 
株式会社 監理 

東京都千代田区内神田2-12-5 
 内山ビル６F 

東京都千代田区内神田２－１２－５ 
 内山ビル６F 

50～70代の方々が多数活躍中！ 

59歳以下の方：日給11,000円 

64歳以下の方：日給10,000円 

65歳以上の方：日給  9,000円 

これから
の季節に
ぴったり
の外仕事 

お陰様で 
創業30年 

東京都北区職員労働組合　根本健時　越野建設（株）　鈴木恵裕　関矢德之　栗原敏明　東京戸沢会　和田武彦　（特非）全国こども食堂支援センターむすびえ　内山真木子　東福寺　吉澤弘之　�
與楽寺　イトーヨーカドー労働組合赤羽支部　金剛寺　滝野川仏教会　東京王子ロータリークラブ　日蓮宗東京都北部社会教化事業協会　髙木良一　装束稲荷奉賛会　�
イトーヨーカドー労働組合ヨークフーズ王子支部　石井國昭　滝戸美智代、彩華、諒　平松德尊　渡邉公伸

青空会（日用品）　石塚国子（日用品）　東京ガス労働組合北地域支部／東京ガス（株）東京東支店（日用品）　（株）さくら総合福祉（日用品）　宗形寿代（文具）　平塚山城官寺（金券）　笹川昭子（日用品）　�
清水優子（日用品）　大島和子（食品）　菊地秀直、玄砥（食品）　山岸（食品）　渡辺宥子（切手）　(有)澤工務店（切手）　朝日信用金庫（日用品）　添田印刷（株）（文具）　野口広実（文具）　�
みずべの苑高齢者あんしんセンター（日用品）　阿部久美子（食品）　南雲久好（食品）　塩田良造（文具など）　滝野川図書館（雑誌付録）　赤羽図書館（雑誌付録）　中央図書館（雑誌付録）　�
浅野美紗子（日用品）　関口礼子（はがき）

青木初枝　秋谷四郎　浅野美紗子　安倍よし子　天野ノリ子　飯島トモ子　稲田一美　稲原清美　岩﨑智子　大熊富子　大橋克明　岡野幸恵　小川美智子　門原直哉　神谷努　神山初美　�
木賀ふみ子　楠美文子　越部恵美子　小宮山恵美　酒井アツ　櫻井フミエ　佐藤征子　清水敬子　清水優子　下川泉　城塚かつゑ　鈴木郁子　鈴木きよ子　鈴木純子　関口礼子　関根玲子　�
瀬下秀幸　高木有子　高橋節子　高橋信子　田中一光　田中康行　土井則男　那波多目竹子　野口広実　野沢みち子　�
長谷川一男　藤枝くに子　藤澤一美　増田和子　桝田久美　松下恭子　森田好枝　山口武光　山崎文子　渡邊敦　�
渡部典子　渡辺宥子　和田佳子

L・R海事法務事務所　アイルートサービス　あっぷるちよだ　越野建設（株）　東京パシフィックL.e　日販王子流通センター　�
廣田測量調査事務所　堀建設（株）　リョービ（株）　（有）ケアネットワーク　（有）澤工務店　（株）UTNホールディングス　�
（株）UTNワイン&ダイニング　（株）旺栄　（株）キステム　（株）やさしい手赤羽居宅介護支援事業所　�
（株）十條合成化学研究所　（株）日本データ　（株）日本データ社会福祉研究所

（特非）ねこのみみ　青空会　稲付長生クラブ　浮間UHクラブ　王子生協病院事業所利用委員会　家庭倫理の会北区　�
神谷ストレッチクラブ　筋力アップ友の会　健康EIG会　国立スポーツ科学センターの利用を守る会　�
こころとからだの元気Lab.　新日本婦人の会北支部　田端駅通り商店街振興組合　中十条二丁目町会　パステルこっとん　�
平塚山城官寺

区役所、区関連施設
十条地域振興室　国保年金課国保給付係　北区福祉事務所　障害福祉課　障害福祉課赤羽障害相談係　�
介護保険課認定調査係、給付調整係　子ども環境応援担当課　保育課保育係　赤羽区民事務所　滝野川区民事務所　�
滝野川西エコー広場館　滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター　みずべの苑高齢者あんしんセンター　�
赤羽北高齢者あんしんセンター　豊島高齢者あんしんセンター　桐ヶ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター　�
（公財）東京都北区体育協会

ご寄付ありがとうございました 令和2年7月20日から令和2年9月18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）。
みなさまからの会費やご寄付は、北社協が実施する地域福祉推進事業のための各種事業に
使われています。

物品のご寄付

寄付金をお寄せいただいた方々

使用済切手・その他のご寄付

子ども
支援事業

家事支援を始めとする
友愛ホーム�
サービス事業

権利擁護センター
「あんしん北」事業

介護予防拠点施設
ぷらっとほーむ事業

視覚障がい者の
ガイドヘルパー事業

地域ささえあい
活動支援事業

「誰もが安心して暮らせるまちづくり」のパートナー（=会員）を募集中
～「1日3円からできる地域貢献」始めませんか～

印刷部数191,500部！北区内全戸配布
の本紙に、広告を掲載しませんか？
ホームページへのバナー広告も、同時募集中です。

掲載料金(税込) 備考

本紙広告 20,000円／枠・回 隔月発行(予定)

ホームページ
バナー広告

13,000円／枠・月 長期割引あり

広告募集中！

Tel. 03-3906-2352
管理係お問合せ・お申込み

詳しくはコチラ→

この料金は地域福祉活動に
活用されます。
会社のPRをしながら社会貢献
してみませんか？

※1

北社協のさまざまな活動を通じて、地域のみなさまが安心して暮らせるまちづくりに役立てられます。その一例を
ご紹介します。

当会の会費は、右記のような税制優遇措置の対象となります。

種類 会費（1口の金額。できるだけ２口以上でお願いします。)

個人会員 500円～ 個人の方

団体会員 1,000円～ 町会・自治会・社会福祉法人・ 
NPO法人など非営利団体

賛助会員 1,000円～ 企業・商店など


