
千代田区社会福祉協議会とは住民の方々が主体となって行う地域福祉活動を支え、地域の皆さまと力を合わせて千代田区の福祉をすすめる団体です。
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は あ と を 伝 え る 地 域 福 祉 情 報 誌
〜おかげさまで、ちよだ社協は創立 70 周年を迎えます〜

第20回ふれあい福祉まつり
ここから始まるあらたな「ふれあい」

特集

「アキバ分室夏祭り」カプセルを使った手作りのヨーヨー釣りです。子ども達の楽しそうな表情が印象的ですね。

 ・第 20 回ふれあい福祉まつり
　ここから始まるあらたな「ふれあい」 P.2-3

 ・社会福祉協議会からのお知らせ P.4

あなたの撮影した
素敵な写真で、

広報誌「ちよだ社協」を
彩りませんか？

採用者にはささやかな謝礼も！
詳細はQRコードよりご確認ください。



ふれあい福祉まつりは、千代田区に住み、働き、学ぶ多くの人が
参加し、出会いを通じてともに支えあうイベントです。
4年ぶりの開催で、町会・ボランティア・NPO・企業などの
千代田区の福祉を支える地域団体が大集合します。
皆様のご来場を心からお待ちしております。

ここから始まるあらたな「ふれあい」
福祉まつり
ふれあい

第20回

【日時】 2022年10月15日（土）　10時30分～15時
【場所】 千代田区役所1・4・10階　かがやきプラザ1階・4階

区内飲食店などのお弁当が大集合！
ふれあい福祉まつり限定のワンコイン弁当

（500円）を購入して、地域のお店を応援しよう！！

昔なつかし駄菓子屋さん

子どもも大人も楽しめるボッチャコーナーです。
C
チ ャ オ
iaoのボッチャサポーターがおしえてくれます。

初めての方も大歓迎です！
パラリンピック正式種目をみんなで体験しましょう！

高齢者活動センター
利用者
竹内弘さん

富士見地区富久寿会（民謡） 神保町地区長寿会（ウクレレ）

多世代交流 C
チ ャ オ

iao! ×えみふる　「ボッチャひろば」

ちよだお弁当市

はあとステージ

テレビで、見た目は簡単そうですが
意外と簡単ではない「ボッチャ」。
相手のボールの位置によって、
その都度作戦も変わってきて面白いです。
子どもから高齢者まで誰でも参加・交流
できるので、ぜひ体験してみませんか？

様々なジャンルの
お弁当が集合します。

どうぞお楽しみに！

編み師2
ニイマルサンゴウ
03gowさんによる、

編みクラゲのワークショップを
開催します。

4年ぶり
 の開催

【時　間】 11時5分～14時（最終受付）
【場　所】 かがやきプラザ１階　ひだまりホール
【参加費】  無料

【ちよだお弁当市参加予定店舗】 
●楼蘭 （RORAN）　●キッチン ノベル  
●お好み焼き文字平　●アジャンタ （AJANTA）  
●ゆう庵　●ガンディーマハル　●つけそば 周庵  
●余白　●神田明神下 みやび　●欧風カレー ボンディ　
●はちまき　●ARASH～Exotic Dining～
●和だん 夢心邸　 ●めがね食堂
●スープカレーネイビーズ　神田神保町店

【時間】 11時5分～14時35分
【場所】 区役所1階　区民ホール

身体測定やインボディ測定などに
参加して自分の身体をチェックしよう！

「自分の身体を知ろう！」
～フレイルチェックイベント～

「人生100年時代」を
健康に過ごすためさまざま
な測定を体験しよう！

【時間】 11時～15時
【場所】 かがやきプラザ4階
　　　  会議室1・2・3

お子さまから大人まで、おもちゃ
のリメイクを体験できるコーナー
です。材料は、空き容器や使わなく
なったおもちゃなどです。楽しみな
がらSDGｓに貢献しましょう！

リメイクおもちゃ工場

【場　所】 区役所4階
【参加費】 100円
【内　容】 缶バッチ、マラカス、
 フォトフレームづくり、
 レゴブロックで作る小物
※当日受付（定員埋まり次第終了です）
※時間などの詳細はHPをご覧ください

介護予防トレーニングでポイ活しよう！

運動の秋！お友だちと
一緒にポイントを貯めて、
トレーニングを頑張ります！

ポイント活動（ポイ活）期間に、各会場の体操に
参加してスタンプを集めた方には、10/15（土）
ふれあい福祉まつりで景品をプレゼントします。

ポイント対象の体操およびプログラムは全7種類。
詳細は社協までお問い合わせください。

ポイント活動期間：9/13（火）～10/14（金）

編みくらげワークショップ

【場　所】 区役所4階
【参加費】 300円
※おひとり様１個まで
※事前申込制（定員埋まり次第終了です）
※時間などの詳細はHPをご覧ください

ヘルマンハープによる生演奏から始まり、6地区長寿会それ
ぞれの会員によるステージ発表、介護予防のトークセッショ
ンなどが行われます！

多世代交流ワークショップ

身の回りにあるもので
つくる楽しさを
体験してみませんか？

※ 購入したお弁当は、区役所10階の食堂で
食べることができます。

※ 参加店舗は都合により変更になる場合が
あります。

　　　※ 限定1000個の販売となります。
　　　　（おひとり様2個まで）

かがやきプラザ、区役所の活動紹介・物品販売ブースで
スタンプを集めて、「駄菓子のつめ放題」か「福引き」に挑戦しよう！

スタンプを10個集めるとまつり通貨1枚としてご利用いただけます。
まつり通貨1枚で、『駄菓子つめ放題』や『福引き』に挑戦！
ポイントカードは、かがやきプラザ・区役所ともに1階入口にて配布しています。

【時間】 スタンプカードの配布は10時30分～14時まで
 景品交換の受付は11時～14時30分まで

【場所】 スタンプカード配布 ： かがやきプラザ1階入り口
  区役所1階入り口
 景品交換 ： 区役所1階　区民ホール横

アジャンタ 

神田明神下神田明神下
みやびみやび
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ふたばサービス TEL : 03-6265-6520
E-mail : futaba@chiyoda-cosw.jp

ちよだ成年後見センター TEL : 03-6265-6521
E-mail : kouken@chiyoda-cosw.jp

ちよだボランティアセンター TEL : 03-6265-6522
E-mail : volunteer@chiyoda-cosw.jp

ファミリー・サポート・センター TEL : 03-6265-6523
E-mail : famisapo@chiyoda-cosw.jp

指定管理受託施設／かがやきプラザ

高齢者活動センター TEL : 03-3265-1161 FAX : 03-3265-1162
E-mail : kagayaki@chiyoda-cosw.jp

ちよだ多世代交流ciao! TEL : 03-6265-6563 FAX : 03-3265-1162　
E-mail : ciao@chiyoda-cosw.jp

研修センター TEL : 03-6265-6560 FAX : 03-3265-1162　
E-mail : jinzai@chiyoda-cosw.jp

アキバ分室 TEL: 03-6285-2860 FAX : 03-6285-2861
E-mail: akiba@chiyoda-cosw.jp

千代田区社会福祉協議会
代表

TEL : 03-3265-1901  FAX : 03-3265-1902
E-mail : info@chiyoda-cosw.jp
〒 102-0074 千代田区九段南 1-6-10 かがやきプラザ４階

お問合せ

寄付者（令和4年6月～令和4年8月） あたたかいご寄付ありがとうございます。（敬称略）
寄付日 氏名・所属団体名 物　品

2022年6月17日 ボンズトラスト（株） よだれかけ2022年6月24日
2022年6月28日 モルガン・スタンレー・ホールディングス（株） 株主優待物　2022年7月13日
2022年6月29日 東京東信用金庫 お皿、コップ等
2022年6月30日 ピップ（株） 車いす
2022年6月30日 大和証券ファシリティーズ（株） 株主優待物
2022年7月12日 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株） 株主優待物
2022年7月20日（有）戸田商事 感染症対策セット
2022年7月22日 中央日土地ソリューションズ（株） 飲料・お菓子
2022年8月23日 麹町法人会 ポケットティッシュ
2022年8月30日 田中 雅之 スカーフ、割烹着

物
品
寄
付
者

寄付日 氏名・所属団体名 金　額
2022年 6月 8日 天津 敏子 10,000円
2022年 6月 8日 天津 みち 10,000円
2022年 6月15日 ダイセーホールディングス（株） 30,000円
2022年 6月15日 匿名 2,000円
2022年 6月15日 匿名 2,000円
2022年 6月15日 斎藤 光治 2,000円

2022年 6月23日（株）ウィンウィンアソシエ
Take a Break 34,307円

2022年 7月 7日 匿名 3,000円
2022年 7月 7日 匿名 3,000円
2022年 7月28日 匿名 3,000円
2022年 8月25日（株）都市環境企画 100,000円
2022年 8月31日 匿名 5,000円

金
品
寄
付
者

所在地：東京都千代田区東神田1-3-4
家　賃：100,000円 (負担額60,000円～）
共益費：9,200円  敷金：家賃3ヶ月分
サービス費：16,830円(税込) 

千代田区高齢者向け優良賃貸住宅
こもれび東神田こもれび東神田  入居者募集中!

円0 円0 円0 最大4万円

礼　金 更新料

①60歳以上の方
②世帯所得
　487,000円以下
③東京都に住民票を
   お持ちの方　

入居資格

国土交通大臣免許(5) 第6263号（取引態様：代理）

東京都新宿区市谷台町８-８

お問い合わせ
（受付時間　平日 9：30 ～ 18：30）斡旋予約

地域福祉推進のため、下記募金へのご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金
　赤い羽根共同募金は社会福祉施設・団体に配分されます。区内施設内に募金箱を設置しておりますの
で皆様のご協力をお待ちしております。
■強化月間：令和4年10月1日（土）～10月31日（月）

【募金箱設置場所】　●千代田区役所　●各出張所　●千代田区社会福祉協議会
　歳末地域たすけあい募金
　歳末地域たすけあい募金は、新たな年を迎える時期に、支援を必要としている人々が安心して暮らすこ
とができるよう実施している募金です。
　本募金は千代田区内の地域福祉活動費と支援を必要とする方へのお見舞品贈呈のために使用されます。
■実施期間：令和4年12月1日（木）～12月10日（土）

【募金受付場所】　●各出張所　●千代田区社会福祉協議会

お問合せ 援護係　 03-3265-1901　FAX 03-3265-1902　 engo@chiyoda-cosw.jp

社会福祉協議会からのお知らせ

　広報誌「ちよだ社協」は、「より多くの区民の方に社協事業を知っ
ていただくきっかけ」になればという想いから、年4回発行されてい
ます。
　皆さまに広く知っていただき、興味を持っていただけ
るよう、表紙写真を募集することといたしました。
詳細は下記までお問い合わせください。
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表
紙
募
集
中
！ 千代田区社会福祉協議会

総務係 TEL : 03-3265-1901問合せ

私たち「ちよだ社協」は
みんなが参加し支え合う
まちづくりを目指し、
共に考え、参加して下さる
社協会員を募集しています。

ち
よ
だ
社
協
会
員
募
集
中
！

4　ちよだ社協




