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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

みなさまからお寄せいただいた募金は、区内の福祉施設や団体を支援するために役立てられています。

　テーブルセットを購入させていただきました。
　以前は限られたスペースのなか交代で食事をしていましたが、おかげさまで
全員そろって食事ができる環境となりました。コロナ禍中のため、集まることに
制約はありますが、ご協力いただいたみなさまには大変感謝しております。
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発行

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！

1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

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

～赤い羽根共同募金は「 北 区 の福祉」に活用されています～

区内の知的障がい者の入居施設

　子どもたちの情緒的発達を促すため、人形劇を鑑賞させていただきました。
　感染対策に配慮したなかでの鑑賞は、コロナ禍の生活でたくさんの我慢をして
きた子どもたちにとって素敵なご褒美となりました。
　素晴らしい機会を与えてくださり、ありがとうございました。

※au PAYからの募金は領収書が発行されませんのでご注意ください。
※au以外の携帯電話をお使いの方も「au PAYアプリ」をインストールし、
　チャージしていただければご利用いただけます。

区内の保育園

赤い羽根共同募金には、
税制上の優遇措置があります。

赤い羽根共同募金にご協力お願いします！

詳しくは、
北社協ホームページをご覧ください。

携帯電話から募金ができるようになりました！
au PAYアプリを通じて募金ができます。
右記のQRコードよりアクセスをお願いいたします。

配分を受けて
いる

施設からの声

配分を受けている施設からの声

令和　 年　　月　日～３ 10 1 　　月　　日10 31

au PAY
アプリ専用

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」

募金を集めてくださっている方の声
　今年度75回目を迎える「赤い羽根共同募金」の募金活動が10月１日より始まります。北区内の福祉施設や
福祉事業を応援するための当募金活動は、募金をしてくださる地域のみなさまをはじめ、町会･自治会、赤十字奉
仕団などのご協力もありまして、昨年度はコロナ禍ではありますが、都内トップクラスの募金を集めることがで
き、地域の絆の強さを改めて感じたところです。
　今年度におきましても北区の福祉が更に充実することを願って、みなさまにはぜひご協力をお願いいたします。東京都共同募金会

北地区協力会
東京都共同募金会
北地区協力会

副会長　鈴木 啓三氏副会長　鈴木 啓三氏

募金へのご協力、
ありがとうございます

募金へのご協力、
ありがとうございます
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子ども･若者応援基金 

　子ども･若者応援基金では令和4年6月より、小学4年～6年のお子さまを対象としたプログ
ラミングコースを開設する予定です。
　元NEC社員、その後は長年シリコンバレーでIT企業を経営してきた坂本明男氏、日本の
データベースの第一人者で、オラクルの開発も手掛けた、田中昭造氏（現、株式会社OPEN
スクエア社長）を講師としてお迎えします。
　PCが初めてのお子さまも参加することが想定されるため、PC操作などでサポートいただ
ける方を募集しています。プログラミング経験者だけでなく、PCの基本的な操作(パワーポイ
ント＆ワード作成など)ができる方、子どもたちのサポートに関心のある方は、ぜひお気軽に
お問合せください。

（愛称：アイちゃん子ども･若者応援基金）

基金の立ち上げの背景
　北社協は、子ども･若者の健やかな成長にとって、経験･体験が大切な要素の一つだと考えました。多く
の経験･体験を得ることは、物事を考えるときの指標や、「こういうふうになりたい」といった将来のビジョ
ンを持つためにも大切なことです。
　子ども･若者応援基金は、子ども･若者の「経験･体験」に注目し、地域の大人たちとの交流機会を持ち、
豊かな人間形成の機会や、新たな出会い、チャレンジの機会となる事業を展開することで、子どもたち、
若者たちの育ちをささえる地域づくりをすすめます。

私たちが目指すもの

　基金をきっかけに、子ども･若者が地域の大人と交流する機会を持ち、
相談できる人や場所づくり、子ども･若者が多様な価値観や文化に触れ、
関心を持てるような地域づくりを目指します。

「子どもたち、若者たちの“育つ力”をささえる地域社会」

私たちの行動

　さまざまな出会いや経験によって、将来の夢や希望に向かって取り
組むきっかけとなり、成長していくものと考えています。本基金はそ
れらの機会を応援するために活用させていただきます。

「子ども･若者の多様な育ちをささえる「経験･体験」を応援」

助成を活用した子ども･若者の
育ちをささえる取り組み

　子ども･若者のチャレンジを応援するために、経験･体験を広げるた
めの費用の助成を行います。

　支援継続に必要な広報、啓発活動を行い、地域に支援の輪を広げます。
また、本基金を活用した事業の運営に必要な経費、基金の仕組みを支
える事務事業費としても活用し、支援事業の安定的な継続を図ります。

1. 子ども･若者のチャレンジを直接応援する（個人チャレンジ助成）

　子ども食堂や子ども･若者へのプログラム提供を行う団体に対して、活
動費助成を行います。

2. 経験･体験をささえる、 取り組みを応援する（活動団体助成）

4. 子ども･若者支援活動や応援を継続させる（基金の活動を広げる）

　子ども･若者に寄り添い、育ちをささえる支援者の養成、福祉や教育
など子どもたちに関わる仕事を目指す未来の支援者を育成するイン
ターンシップなどに取り組みます。

3. 子ども･若者をささえる人、活動を増やす（人材育成）

子ども支援担当お問合せ

03-6454-3104

プログラミングコース
協力ボランティアを募集しています

子どもの支援に関心のある方は
お気軽にお問合せください。

　個人の方は税額控除等の対象となり、企業の方からのご支
援は、一定額を損金算入することができます。
詳しくはお問合せ先までご連絡ください。

　翌年の事業費として活用する「事業寄付」、基金事業の継続
性を高めるための「原資寄付」があり、お選びいただけます。

直接、北社協へお持ちください。
(北区岸町1-6-17　TEL:03-3906-2352)

（2） 企業･団体様からのご支援

【銀行名】 城北信用金庫 王子営業部　
【口座番号】 ( 普通 ) 0048364
【名義】 ( 福 ) 北区社会福祉協議会

【店名】 一三八（イチサンハチ）　【店番】 138
【口座番号】 ( 普 ) 1032827
郵便振替 ：【記号】 11350   【番号】 10328271

（1） 個人の方からのご支援

子ども･若者応援基金お問合せ

03-3906-2352

①　　　  円  ②　　　   円  ③ 　　　  円  ④              円以上1,000 2,000 5,000 10,000

ご寄付の方法につきまして

< 1. 現金による寄付 >

< 3. ゆうちょ銀行振込 >

現在、準備を
すすめています。

< 4. クレジットカード決済 >

< 2. 銀行振込 >

※お振り込みの際は「ｺﾄﾞﾓｷｷﾝｷﾌ」と振込人氏名をご入力ください。
※振込手数料はご本人様負担となります。

「ﾌｸ) ｷﾀｸｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ」

子ども･若者応援基金スタート！
北区社会福祉協議会 子ども･若者の育

ちをささえる「経
験･体験」

子ども･若者の育
ちをささえる「経

験･体験」

子ども･若者の育
ちをささえる「経

験･体験」応援してくださ
い！

応援してくださ
い！

応援してくださ
い！

子ども･若者応援基金を応援してください！子ども･若者応援基金を応援してください！子ども･若者応援基金を応援してください！

「プログラミングコース」 協力ボランティア募集

そして輝く未来を！そして輝く未来を！そして輝く未来を！



3※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 03-3906-2352

共通項目 お申込み方法
9月21日(火)　午前９時より
電話にて先着順に申込受付をいたします。
①お名前　②ご連絡先（電話、FAXなど）
③参加ご希望の回　をお知らせください。

Fax.03-3905-4653
kouza@kitashakyo.or.jp

講師：植咲 えみ氏
（ミライフクリエイト代表）

内容：書き方のポイントや正しい活
用方法を学び、ご自身の終活
の課題を見つけましょう。

前  半

はじめての
エンディングノートの
書き方講座
～終活のはじめの一歩～

午後２時～３時

第１回
月 日(金)11 5

（弁護士法人 東京パブリック法律事務所）
講師：飯田 健太郎弁護士

老後の財産管理などの心配に
ついて対処法を学びます。

内容：

前  半

認知症に伴う法的問題
（法定後見制度）

第3回
月 日(金)12 10

任意後見制度で
将来に備えよう

前  半

講師：横田 信之公証人
（王子公証役場）

任意後見制度のあらましや契
約の方法、任意後見人の仕事
の内容、手続きに関わるお金
のことなどをお伝えします。

内容：

午後３時15分～４時15分

「遺言」のイロハ
後  半

講師：冨永 忠祐弁護士
（冨永法律事務所）

～書き方から手続きまで～

遺言の講習を受けて、実際に
自分の遺言を書いてみましょ
う。

内容：

月 日(金)11 26
第2回

[ バリアフリー対応 ]　

会　場：北とぴあ７階 第２研修室
定　員：各回50名
参加費：無料

お問合せ･お申込み

070-5596-3969

「学習支援教室運営者募集」
　北区社会福祉協議会は北区生活福祉課から委託を受け、小学生対象の学習支援教室の立ち上げ運営支援を行っ
ています。令和３年7月時点で7教室が地域のボランティアの方、社会福祉法人(地域公益活動)などにより運営
されており、今回、区内で私たちと一緒に新たに学習教室の立ち上げをしてくださる方を募集しています。
　関心のある方は詳細についてご説明をさせていただきますので、ぜひ一度北社協子ども支援担当まで
ご連絡ください。

小学生対象の学習支援教室（概要）

子ども支援担当お問合せ

03-6454-3104

月2回程度、2時間程度の学習支援活動
教材、備品類は社協が準備します。
会場については社会福祉協議会が運営者と一緒に適当と思われる場所を探す予定です。

午後２時～３時

知っておきたい
葬儀･供養のはなし
講師：半谷 睦美氏

後  半

（NPO法人エンディングコミュニティー縁生舎）

大きく変化している葬儀や供
養の考え方や実際について学
びます。

内容：

午後３時15分～４時15分

午後２時～３時

後  半

いまさら聞けない
老人ホームの基礎知識
講師：齋藤 弘毅氏

有料老人ホーム、サービス付き
高齢者向け住宅の基礎知識や、
施設選びのポイントなどを最
新の情報をもとにお話しいた
だきます。

内容：
（株式会社介護施設研究所 代表取締役）

午後３時15分～４時15分

権利擁護センター「あんしん北」老い支度講座担当

手話通訳あり。会場内エレベーター完備、車イス対応のトイレあり。

ご希望の回、1回から受講できます。

学習支援教室の運営に
参加してみませんか？

学習支援教室の運営に
参加してみませんか？

学習支援教室の運営に
参加してみませんか？

連続講座連続講座

「今から考える、老い支度」
じたくお

長い老後をより良く生きるために、老いの準備運動をはじめませんか？

「今から考える、老い支度」
じたくお

長い老後をより良く生きるために、老いの準備運動をはじめませんか？

※障害がある方でお電話でのお申し込みが難しい方は、
　FAXもしくはＥメールにてお申し込みください。
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Y.O　宇賀田慈英　忍足良三　川村智子　川本摩知子　菊池秀直,玄砥,未華　蔵
鈴木勝利　関よし子　竹石マナブ　多田佳忠　塚林優子　塚本繁　長岡健一　

中原一樹　中森遥　味形久子　宮下真理　宮本秀子　山田全子　吉岡初江　
順天堂大学研究戦略推進センター　ツヅキインフォテクノ東日本㈱　山岸工務店㈱　若松ネクタイ　
㈱CDP　㈱大蔵プロパティーDAS東十条店　㈱新読書社　㈱なとり　北区立八幡山子どもセンター
北区保護司会(東王子分区)　東京ガス労働組合北地域支部　中央図書館　滝野川図書館　
赤羽図書館　東京商工会議所北支部

飯島トモ子　池田みやの　市川政雄　岩淵ツヱ子　宇賀神梅子　
浮氣かおり　牛木由佳　宇山貴実　遠藤婦美子　大橋克明　

小野澤征子　川本摩知子　木下信子　窪木一枝　栗原潤子　越部惠美子　齋藤邦彦　櫻岡明義　佐藤昇
篠政繁　志村富美子　首藤清美　鈴木一徳　鈴木晴義　竹石マナブ　田中江美子　田中行雄　塚本繁　
堤輝美　土井則男　長岡健一　長畑裕子　中森遥　長谷川愛子　堀江登美子　町井美登里　峰田将　
向井幸恵　武藤道子　村田芳子　本村智恵子　安田清　矢野　山口松子　渡邊敦　(特養)みずべの苑　
赤羽岩淵ひがし歯科　うきま幸朋苑　順天堂大学研究戦略推進センター　建物最適管理㈱　西町運送㈱
日販王子流通センター　訪問介護ハートフル　堀建設㈱　山岸工務店㈱　㈲清栄ゴム工業所　
㈲山下商店　リョービ㈱　㈱UTNホールディングス　㈱UTNワイン＆ダイニング　㈱アイ･ビルド　
㈱イトウ　㈱カンム　㈱キステム　㈱グッド･ウォール　㈱十條合成化学研究所　㈱日本データ　
㈱日本データ社会福祉研究所　㈱土産品新聞社　㈱ムトウ　㈱山手情報処理センター　
アロエ･ベラ･ふれんず　稲付長生クラブ　王子生協病院事業所利用委員会　家庭倫理の会北区　
北区商店街連合会青年部　サロン･サンサン　生活と健康を守る会田端新町班　西が丘桜クラブ　
日中友好協会北支部　平塚山城官寺　ボランティアひまわりクラブ　美園会　わらじゅ会　
国保年金課国保給付係、高齢医療係　北区福祉事務所　介護保険課給付調整係、認定調査係　
学校支援課学事係　保育課保育運営係　赤羽地域振興室　浮間地域振興室　滝野川西エコー広場館　
桐ケ丘やまぶき荘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　飛鳥山博物館　

物品のご寄付

使用済み切手･その他のご寄付

※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 03-3906-2352

美園会　塚田鋼二　岩脇彰信　東福寺　與楽寺　平岡幹康　
金剛寺　滝野川仏教会　東京王子ロータリークラブ　

㈱倉持工業　髙木良一　向井幸恵　小久保憲宏　澤田雅夫　宍戸郁子　高野光　平松德

令和３年4月17日から令和３年6月30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)。

寄付金をお寄せいただいた方々

R voiceは自分のペースで上達できる音楽教室です  

  京浜東北線、南北線王子駅より徒歩４分 
見学、体験レッスン完全予約制  
 お問い合わせはこちら→ 

 お月謝：シニアコース 月2回8000円～ 
   

体験レッスン1000円、 
今ならご入会の方は入会金無料      

〈 広告 〉

〈 広告 〉

〈 広告 〉

使用済み切手について、令和3年5月受付分より領収書の発行及び「きたふくし寄付者欄」への
お名前の掲載は希望者のみとさせていただいております。
掲載ご希望の方は郵送の際に封筒などに「掲載可」とご記入ください。

社会福祉法人
北区社会福祉協議会
TEL.03-3906-2352
FAX.03-3905-4653
〒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
[開所日時]
月～金／8:30～17:15　土日祝休み

石神井川
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北区社会福祉協議会
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申込受付中！受験生チャレンジ支援貸付金申込受付中！受験生チャレンジ支援貸付金

一定所得以下で、「高校受験･大学受験
等」のお子さまがいる世帯の学習塾等
受講料、受験料の貸付制度です。

対象世帯

対象の学校に入学後、所定の手続きを
行うことにより返済免除となります。

返済について

高校･大学などへの進学を応援します！高校･大学などへの進学を応援します！

※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4年1月31日(月)までとなります。

学習塾等受講料貸付金 円200,000中学3年生･
高校3年生等 (上限)

受験料貸付金
円27,400中学3年生等 (上限)

円80,000高校3年生等 (上限)

貸
付
内
容

申込受付中！受験生チャレンジ支援貸付金
高校･大学などへの進学を応援します！

福祉資金担当お問合せ

03-3907-9494
※新型コロナウイルスの影響で、令和3年の収入減少がみられる世帯は対象となる場合がありますので、ご相談ください。

ご寄付ありがとうございました。ご寄付ありがとうございました。ご寄付ありがとうございました。


