
地域福祉推進の取組み
生活支援コーディネーターと協議体の設置

区から千代田区生活支援体制整備事業を受託して、高齢
者の生活を支援する体制の充実・強化を目的に、係内に
生活支援コーディネーターを２名配置しました。

「ささえ愛まち会議」を区内６地区で開催し、延べ１７２
名の方にご参加いただきました。

はあとカフェ（認知症予防カフェ）の充実
区内2ヶ所ではあとカフェを計４４回開催し、延べ７０９名の方にご参加いただきま
した。地域の方々を中心としたカフェ運営ボランティアの活動回数が、延べ１４３回

（前年度８２回）と大きく増加しました。

ボランティア・市民活動推進の取組み
ボランティアグループ運営強化プロジェクトの実施

ボランティアグループの抱える課題を解決する機会を
提供し、さらなる活動の広がりを目指すため、ちよだボ
ランティアセンター登録団体を対象に講座を実施し、
延べ４３団体、７２名の方にご参加いただきました。

ボランティア登録制度の見直し
多様なボランティアニーズに対応するため、ボランティアの活動希望内容、特技、活
動可能日時等を登録し、コーディネートできるようなボランティアシステムを構築し
ました。

研修センターの取組み
ボランティア、家族介護者の研修・養成

高齢者の生活支援にかかわるボランティアを養成するた
め、ボランティアの養成講座を実施し、延べ４７８名の方
にご参加いただきました。生活支援コーディネーターやボ
ランティアセンターと連携し、参加者のボランティアグルー
プとしての活動や個人での継続的な活動につなげました。

介護人材の育成と就職の一体的支援
介護・福祉人材の育成から就職までを一体的に支援するため、養成校と事業所が協
定を締結しました。その一環として、区内の介護・福祉事業所の紹介や区が行ってい
る介護・福祉職をサポートする制度の説明を行い、養成校の学生が参加しました。

権利擁護・成年後見事業の取組み
成年後見制度利用の促進

成年後見制度の利用促進を図るため、講習会・勉強会を年３回実施し、延べ７６名
の方にご参加いただきました。新たに３人の区民後見人が受任をして定期的に活
動するとともに、専門職による定期相談を１１回行いました。

福祉サービス利用支援事業の充実
判断能力に不安のある区民の尊厳や権利を守りながら、
福祉サービス利用の支援や日常金銭管理の支援を行い
ました。（契約中件数６７件）権利擁護や成年後見に関す
る相談対応を行いました。（初回相談件数１１５件、継続
相談件数８,６８１件）

高齢者活動センターの取組み
高齢者活動拠点事業

「かがやき大学」の講座受講生が練習の成果を他のイ
ベントで発表したり、同好会が地域のサロンで演奏や
踊りを披露するなどの地域貢献活動が行われ、元気高
齢者による地域高齢者のための活動が広がりました。

多世代交流拠点事業
子どもから高齢者まで幅広い世代が交流するイベントを計２８回開催し、延べ
１,４４７名が参加しました。「多世代交流食堂かがやキッチン」という新たな会食型
の事業も始めました。

法人運営・組織強化の取り組み
第５次は・あ・とプラン
（千代田区地域福祉活動計画）の策定

は・あ・とプラン推進委員会で議論を重ね、「みんなが参加
し、支えあうまちづくり」を基本理念とする、住民主体によ
る地域福祉活動計画「第５次は・あ・とプラン」（２０１８年
度～２０２２年度）を策定しました。

※詳細については、「平成２９年度事業報告及び決算書」としてまとめています。
　ご希望の方は、総務係までお問い合わせください。

ささえ愛まち会議▶

ボランティアグループ強化ゼミ▶

研修センター開催講座▶

悪徳商法バスターズの活動▶

長寿会で演奏する民謡同好会▶

「第5次は・あ・とプラン」冊子

高齢者活動センターのイベントやサロンを利用者自身で企画し、
運営しています。
より楽しい高齢者活動センター、多世代交流事業に乞うご期待！
※サポーターになるためには高齢者活動センターの利用登録が必要です。

ボランティアが作る美味しい食
事を、みんなでいただきます。
子どもたちがレクリエーション
をして参加者をおもてなし！

納涼会やコンサートなど、
大人数で参加できる
イベントを実施します。

工作や、喫茶など、参加者
同士楽しく交流できるサロ
ンを行っています。

不定期開催。
バリスタボランティアの皆さんが美味しい
スペシャルティコーヒーを提供しています。

http://www.chiyoda-cosw.or.jp/ciao/ https://www.facebook.com/chiyoda.ciao/

高齢者総合サポートセンター『かがやきプラザ』の機能のひとつに多世代交流があります。
多くの方が集い、出会い、楽しむことができるよう、この施設を拠点に様々な世代の交流を図っていきます。
子どもたちの遊び場に。高齢者の生きがいづくりに。お母さんやお父さん、近所の方が、ちょっと立ち寄る。

そんな居心地のよいスペースを作っていきます。

公式ホームページ

ちよだで多世代交流

（ちゃお！）

イベントやサロン情報をＵＰしています。 予告・報告など最新情報を随時お届け！

イベント  Ｃｉａｏ！くらぶ Ｃｉａｏ！くらぶ

多世代交流サロン

コーヒーサロンコーヒーサロン
coffee salon

 ※詳細はホームページ・またはFacebookをご覧ください。

自分たちの企画で多くの方が参加し楽しんで
いただけると嬉しいです。ぜひ遊びに来てください！

高齢者活動センター

〒102-0074 千代田区九段南１-６-10 かがやきプラザ４階

千代田区社会福祉協議会
TEL : 03-3265-1901  FAX : 03-3265-1902 E-mail : info@chiyoda-cosw.or.jp

TEL : 03-3265-1161  FAX : 03-3265-1162　E-mail : kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6560  FAX : 03-3265-1102　E-mail : jinzai@chiyoda-cosw.or.jp

TEL : 03-6265-6520  E-mail : chiiki@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6521  E-mail : kouken@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6522  E-mail : volunteer@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6523  E-mail : famisapo@chiyoda-cosw.or.jp

ふたばサービス
ちよだ成年後見センター
ちよだボランティアセンター
ファミリー・サポート・センター

高齢者活動センター
研修センター

指定管理受託施設／かがやきプラザ

平成29年度事業報告

「企画運営サポーター」が活躍しています！

代表 夏の「多世代交流」も盛りだくさん！
お問合せ

お問合せ 高齢者活動センター  03-3265-1161 kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp

子どもたちや若い世代、

高齢者同士の交流も

楽しく、教えられることも

たくさんあります。

準備も当日も
楽しんで

活動しています！

平成30年6月29日発行　発行者／社会福祉法人千代田区社会福祉協議会　千代田区九段南1-6-10　TEL:03-3265-1901 FAX:03-3265-1902
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かがやきプラザ研修センターは地域における介護や福祉のレベルアップを目指して、
介護や福祉の知識・技術に関する研修や、質の高い介護・福祉人材やボランティアの
育成を目的とした区民向け講座などを開催しています。

かがやきプラザ研修センターへ

高齢者活動センターをご利用ください

ボランティア活動には、さまざまな活動分
野があります。誰もが安心して暮らせる地
域をつくるための福祉活動、子育て支援や
環境保全、まちづくりや防災・減災の活動
など、ボランティア活動の「いま」を知るこ
とができます。

介護・福祉に関する映画上映会や講演会
で、まず知ることからはじめましょう！

ボランティア養成講座や各種スキルアップ講習会など
に参加して、活動を始める準備をしましょう！

その他にもたくさんの講座を開催しています。ご興味のある方は
かがやきプラザ研修センターホームページをご覧ください！！
http://www.chiyoda-cosw.or.jp/kensyu-c

区内の介護事業所が出展する介護・
福祉のしごと合同相談・面接会へ参
加してみましょう！

活動情報は隔月発行の
情報マガジンのほか、
ホームページ、SNSでも
随時発信しています。▶

介護・福祉に
関する
映画上映会▶

▲災害時高齢者支援講習 ▲クックボラ養成講座 ▲介護・福祉のしごと合同相談・面接会

ボランティア活動に参加しませんか！

千代田区社会福祉協議会では、当会の事業に賛同、
ご支援していただける活動賛助会員を募集しています。

みなさまからいただきま
した活動賛助金及びご
寄付は千代田区民がい
つまでも笑顔で暮らせる
ようさまざまな福祉サー
ビスを行うために活用さ
せていただきます。

みなさまからいただきましたご寄付は、社会福祉協議
会の貴重な財源となっております。

まちのことは地域支援係へ
地域の方の役に立ちたい！ まちのことを知りたい！日常の生活で困っている！ 課題を解決したい人 人とつながりたい人地域に役立ちたい人

高齢者のボランティア活動を始めてみたい！！ 介護の仕事をしてみたい！！介護・福祉について知りたい！

社会福祉協議会の活動をご支援ください
資金面で地域福祉に貢献したい！社会福祉協議会の活動を応援したい！

生きがいづくりに！ 仲間づくりに！健康づくりに！

将来のことが
不安！

日常の生活でちょっと困っている。家事支援
をしてほしい。子育て支援をしてほしい。
また、そのような地域の方の役に立ちたい。

町会をはじめとした地域の
行事に参加し、情報をいち
早くお伝え！知らなかった身
近なあんな情報やこんな情
報も見られます。

ふたばサービス・困りごと24・
ファミリーサポートセンター

活動情報を提供します！ いっしょに考えます！相談にのります！
はあとサロン・ふれあいサロン・

はあとカフェ
ご近所福祉活動のすすめ

地域の居場所に参加したい。仲間づくりや同じ
趣味や悩みをもつ人と交流したい。認知症に関
わる情報共有や話をしたい。

福祉専門法律相談

介護・福祉について
知りたくなったら・・・

ボランティア活動を
はじめてみたくなったら・・・

介護・福祉の仕事に
興味をもったら・・・

福祉サービス利用支援
成年後見制度利用支援

活動賛助会員

ご　寄　付

こんなお困りごとは
ちよだ成年後見センターへ

高齢者活動センターは、千代田区在住の６０歳以上の方を対象とした施設です。講習会やレクリエーションの
場を通じて、健康増進や、生きがい・仲間作りを目指しています。毎月、講座や講習会、イベントが盛りだくさん！
健康相談も充実しています。
詳しい内容は高齢者活動センターホームページ、
または月報のぞみをご覧ください！

※多世代交流事業について、詳しくは1面をご覧ください
http://www.chiyoda-cosw.or.jp/koureisha-c/

ちよだ社協「ごきんじょちゃん」

お問合せ 地域支援係  03-3265-1901 chiiki@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ 総務係 03-3265-1901 somu@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ 研修センター 03-6265-6560 jinzai@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ ちよだボランティアセンター  03-6265-6522 volunteer@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ ちよだ成年後見センター   03-6265-6521 kouken@chiyoda-cosw.or.jp

様々なニーズに応えた支援、支え合い！ あなたの居場所がきっと見つかる！ 
地域交流の場

まちの情報がここに！ 
ご近所のことならおまかせ！

ブログHP

※サロンごとに参加対象は異なります。

ご近所
かわら版
HP

社協HP

世の中をよくしたい、という思いでつながる
共感とネットワークは、地域や社会の基盤を
つくり、人と人、人と組織の関係をより優し
く、相互に支え合うものに変えていきます。

「こんな取組みできたら」というご提案を、
ボランティアセンターに集う人たちといっ
しょに考えていきます。

高齢者や障がい者の権利侵害や福祉サービ
ス利用に関するトラブルのほか、相続・遺言、
消費・契約などについて『福祉相談弁護士グ
ループ』の弁護士が相談に応じます。

原則毎月第２・第４木曜日
※事前予約制（無料）
①14:00～ ②14:50～ ③15:40～
(相談時間は各40分)
相談時は本会職員も同席します。

後見人などに選任された方や、これから制度利用す
る方のために、成年後見制度を正しく理解できるよ
う、情報紙やブログで情報発信しています。

どんな福祉サービス
が利用でき、どう手続
きすればいいのか、
個々の事情を伺ってア
ドバイスします。日常
的な金銭の管理につ
いてのご相談もお受
けしています。

判断能力が不十分な方に代わ
り、後見人等が財産管理や契約
をする「成年後見制度」。詳しい内容を知りたい方、
手続きをしたい方のお手伝いをしています。

ちよだ成年後見センター ブログ
http://www.chiyoda-cosw.or.jp/centerblog/

ボラセンHP

Q.遺言書を作っておきたいけど、
　  どうすればいいかわからない。
Q.訪問販売で不利益な契約を
 　 してしまった。解約できるの？

Q.福祉サービスの契約や
 　 書類手続きがひとりでは不安。
Q.病気や障がいがあり、
 　 書類やお金の管理の負担がある。

Q.成年後見制度とは
　  どんな制度ですか？
Q.申立てを考えているが、
 　 まず何をしたらいいか
　  わからない。

お問合せ 高齢者活動センター   03-3265-1161 kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp

地域にちょっと
気になる

高齢者がいる！

≪活動賛助金・ご寄付の使い道例≫

希望する活動をうかがい、ボランティアを
求めている団体や施設をご紹介します。
さらに、ボランティア登録をされた方には
活動に役立つ学習会等をご案内！
すでに活動しているグループの方は、当セ
ンターにある助成金情報やセミナー情報
をお役立てください。

“何かしたい”という
千代田区のともだちづくり
の機会もあります。▶

居場所づくり・交流の促進

ちよだボラセン

ネットワーク組織の学習会
（イメージ）▶

企業、大学、ＮＰＯ・ボランティ
ア等が立場を超えて災害時
の対応を考える学習を行って
います。

ボランティア
登録説明会
７月・11月・
平成31年2月に
実施予定

「ちよだ社協」の紙面はスマートフォンでもご覧になれます▶

ボランティア活動の推進

車いすの貸し出し
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はあとカフェ
ご近所福祉活動のすすめ

地域の居場所に参加したい。仲間づくりや同じ
趣味や悩みをもつ人と交流したい。認知症に関
わる情報共有や話をしたい。

福祉専門法律相談

介護・福祉について
知りたくなったら・・・

ボランティア活動を
はじめてみたくなったら・・・

介護・福祉の仕事に
興味をもったら・・・

福祉サービス利用支援
成年後見制度利用支援

活動賛助会員

ご　寄　付

こんなお困りごとは
ちよだ成年後見センターへ

高齢者活動センターは、千代田区在住の６０歳以上の方を対象とした施設です。講習会やレクリエーションの
場を通じて、健康増進や、生きがい・仲間作りを目指しています。毎月、講座や講習会、イベントが盛りだくさん！
健康相談も充実しています。
詳しい内容は高齢者活動センターホームページ、
または月報のぞみをご覧ください！

※多世代交流事業について、詳しくは1面をご覧ください
http://www.chiyoda-cosw.or.jp/koureisha-c/

ちよだ社協「ごきんじょちゃん」

お問合せ 地域支援係  03-3265-1901 chiiki@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ 総務係 03-3265-1901 somu@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ 研修センター 03-6265-6560 jinzai@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ ちよだボランティアセンター  03-6265-6522 volunteer@chiyoda-cosw.or.jp

お問合せ ちよだ成年後見センター   03-6265-6521 kouken@chiyoda-cosw.or.jp

様々なニーズに応えた支援、支え合い！ あなたの居場所がきっと見つかる！ 
地域交流の場

まちの情報がここに！ 
ご近所のことならおまかせ！

ブログHP

※サロンごとに参加対象は異なります。

ご近所
かわら版
HP

社協HP

世の中をよくしたい、という思いでつながる
共感とネットワークは、地域や社会の基盤を
つくり、人と人、人と組織の関係をより優し
く、相互に支え合うものに変えていきます。

「こんな取組みできたら」というご提案を、
ボランティアセンターに集う人たちといっ
しょに考えていきます。

高齢者や障がい者の権利侵害や福祉サービ
ス利用に関するトラブルのほか、相続・遺言、
消費・契約などについて『福祉相談弁護士グ
ループ』の弁護士が相談に応じます。

原則毎月第２・第４木曜日
※事前予約制（無料）
①14:00～ ②14:50～ ③15:40～
(相談時間は各40分)
相談時は本会職員も同席します。

後見人などに選任された方や、これから制度利用す
る方のために、成年後見制度を正しく理解できるよ
う、情報紙やブログで情報発信しています。

どんな福祉サービス
が利用でき、どう手続
きすればいいのか、
個々の事情を伺ってア
ドバイスします。日常
的な金銭の管理につ
いてのご相談もお受
けしています。

判断能力が不十分な方に代わ
り、後見人等が財産管理や契約
をする「成年後見制度」。詳しい内容を知りたい方、
手続きをしたい方のお手伝いをしています。

ちよだ成年後見センター ブログ
http://www.chiyoda-cosw.or.jp/centerblog/

ボラセンHP

Q.遺言書を作っておきたいけど、
　  どうすればいいかわからない。
Q.訪問販売で不利益な契約を
 　 してしまった。解約できるの？

Q.福祉サービスの契約や
 　 書類手続きがひとりでは不安。
Q.病気や障がいがあり、
 　 書類やお金の管理の負担がある。

Q.成年後見制度とは
　  どんな制度ですか？
Q.申立てを考えているが、
 　 まず何をしたらいいか
　  わからない。

お問合せ 高齢者活動センター   03-3265-1161 kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp

地域にちょっと
気になる

高齢者がいる！

≪活動賛助金・ご寄付の使い道例≫

希望する活動をうかがい、ボランティアを
求めている団体や施設をご紹介します。
さらに、ボランティア登録をされた方には
活動に役立つ学習会等をご案内！
すでに活動しているグループの方は、当セ
ンターにある助成金情報やセミナー情報
をお役立てください。

“何かしたい”という
千代田区のともだちづくり
の機会もあります。▶

居場所づくり・交流の促進

ちよだボラセン

ネットワーク組織の学習会
（イメージ）▶

企業、大学、ＮＰＯ・ボランティ
ア等が立場を超えて災害時
の対応を考える学習を行って
います。

ボランティア
登録説明会
７月・11月・
平成31年2月に
実施予定

「ちよだ社協」の紙面はスマートフォンでもご覧になれます▶

ボランティア活動の推進

車いすの貸し出し

ちよだ社協　3



地域福祉推進の取組み
生活支援コーディネーターと協議体の設置

区から千代田区生活支援体制整備事業を受託して、高齢
者の生活を支援する体制の充実・強化を目的に、係内に
生活支援コーディネーターを２名配置しました。

「ささえ愛まち会議」を区内６地区で開催し、延べ１７２
名の方にご参加いただきました。

はあとカフェ（認知症予防カフェ）の充実
区内2ヶ所ではあとカフェを計４４回開催し、延べ７０９名の方にご参加いただきま
した。地域の方々を中心としたカフェ運営ボランティアの活動回数が、延べ１４３回

（前年度８２回）と大きく増加しました。

ボランティア・市民活動推進の取組み
ボランティアグループ運営強化プロジェクトの実施

ボランティアグループの抱える課題を解決する機会を
提供し、さらなる活動の広がりを目指すため、ちよだボ
ランティアセンター登録団体を対象に講座を実施し、
延べ４３団体、７２名の方にご参加いただきました。

ボランティア登録制度の見直し
多様なボランティアニーズに対応するため、ボランティアの活動希望内容、特技、活
動可能日時等を登録し、コーディネートできるようなボランティアシステムを構築し
ました。

研修センターの取組み
ボランティア、家族介護者の研修・養成

高齢者の生活支援にかかわるボランティアを養成するた
め、ボランティアの養成講座を実施し、延べ４７８名の方
にご参加いただきました。生活支援コーディネーターやボ
ランティアセンターと連携し、参加者のボランティアグルー
プとしての活動や個人での継続的な活動につなげました。

介護人材の育成と就職の一体的支援
介護・福祉人材の育成から就職までを一体的に支援するため、養成校と事業所が協
定を締結しました。その一環として、区内の介護・福祉事業所の紹介や区が行ってい
る介護・福祉職をサポートする制度の説明を行い、養成校の学生が参加しました。

権利擁護・成年後見事業の取組み
成年後見制度利用の促進

成年後見制度の利用促進を図るため、講習会・勉強会を年３回実施し、延べ７６名
の方にご参加いただきました。新たに３人の区民後見人が受任をして定期的に活
動するとともに、専門職による定期相談を１１回行いました。

福祉サービス利用支援事業の充実
判断能力に不安のある区民の尊厳や権利を守りながら、
福祉サービス利用の支援や日常金銭管理の支援を行い
ました。（契約中件数６７件）権利擁護や成年後見に関す
る相談対応を行いました。（初回相談件数１１５件、継続
相談件数８,６８１件）

高齢者活動センターの取組み
高齢者活動拠点事業

「かがやき大学」の講座受講生が練習の成果を他のイ
ベントで発表したり、同好会が地域のサロンで演奏や
踊りを披露するなどの地域貢献活動が行われ、元気高
齢者による地域高齢者のための活動が広がりました。

多世代交流拠点事業
子どもから高齢者まで幅広い世代が交流するイベントを計２８回開催し、延べ
１,４４７名が参加しました。「多世代交流食堂かがやキッチン」という新たな会食型
の事業も始めました。

法人運営・組織強化の取り組み
第５次は・あ・とプラン
（千代田区地域福祉活動計画）の策定

は・あ・とプラン推進委員会で議論を重ね、「みんなが参加
し、支えあうまちづくり」を基本理念とする、住民主体によ
る地域福祉活動計画「第５次は・あ・とプラン」（２０１８年
度～２０２２年度）を策定しました。

※詳細については、「平成２９年度事業報告及び決算書」としてまとめています。
　ご希望の方は、総務係までお問い合わせください。

ささえ愛まち会議▶

ボランティアグループ強化ゼミ▶

研修センター開催講座▶

悪徳商法バスターズの活動▶

長寿会で演奏する民謡同好会▶

「第5次は・あ・とプラン」冊子

高齢者活動センターのイベントやサロンを利用者自身で企画し、
運営しています。
より楽しい高齢者活動センター、多世代交流事業に乞うご期待！
※サポーターになるためには高齢者活動センターの利用登録が必要です。

ボランティアが作る美味しい食
事を、みんなでいただきます。
子どもたちがレクリエーション
をして参加者をおもてなし！

納涼会やコンサートなど、
大人数で参加できる
イベントを実施します。

工作や、喫茶など、参加者
同士楽しく交流できるサロ
ンを行っています。

不定期開催。
バリスタボランティアの皆さんが美味しい
スペシャルティコーヒーを提供しています。

http://www.chiyoda-cosw.or.jp/ciao/ https://www.facebook.com/chiyoda.ciao/

高齢者総合サポートセンター『かがやきプラザ』の機能のひとつに多世代交流があります。
多くの方が集い、出会い、楽しむことができるよう、この施設を拠点に様々な世代の交流を図っていきます。
子どもたちの遊び場に。高齢者の生きがいづくりに。お母さんやお父さん、近所の方が、ちょっと立ち寄る。

そんな居心地のよいスペースを作っていきます。

公式ホームページ

ちよだで多世代交流

（ちゃお！）

イベントやサロン情報をＵＰしています。 予告・報告など最新情報を随時お届け！

イベント  Ｃｉａｏ！くらぶ Ｃｉａｏ！くらぶ

多世代交流サロン

コーヒーサロンコーヒーサロン
coffee salon

 ※詳細はホームページ・またはFacebookをご覧ください。

自分たちの企画で多くの方が参加し楽しんで
いただけると嬉しいです。ぜひ遊びに来てください！

高齢者活動センター

〒102-0074 千代田区九段南１-６-10 かがやきプラザ４階

千代田区社会福祉協議会
TEL : 03-3265-1901  FAX : 03-3265-1902 E-mail : info@chiyoda-cosw.or.jp

TEL : 03-3265-1161  FAX : 03-3265-1162　E-mail : kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6560  FAX : 03-3265-1102　E-mail : jinzai@chiyoda-cosw.or.jp

TEL : 03-6265-6520  E-mail : chiiki@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6521  E-mail : kouken@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6522  E-mail : volunteer@chiyoda-cosw.or.jp
TEL : 03-6265-6523  E-mail : famisapo@chiyoda-cosw.or.jp

ふたばサービス
ちよだ成年後見センター
ちよだボランティアセンター
ファミリー・サポート・センター

高齢者活動センター
研修センター

指定管理受託施設／かがやきプラザ

平成29年度事業報告

「企画運営サポーター」が活躍しています！

代表 夏の「多世代交流」も盛りだくさん！
お問合せ

お問合せ 高齢者活動センター  03-3265-1161 kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp

子どもたちや若い世代、

高齢者同士の交流も

楽しく、教えられることも

たくさんあります。

準備も当日も
楽しんで

活動しています！

平成30年6月29日発行　発行者／社会福祉法人千代田区社会福祉協議会　千代田区九段南1-6-10　TEL:03-3265-1901 FAX:03-3265-1902
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寄付日 氏名・所属団体名 金　額
3 月 9 日 山崎金属産業（株） 400,000円
3月12日 ジェイシティ東京まちづくりフォーラム 100,000円
3月14日 前川知正 14,000円
3月27日 ブルームバーグL.P 108,000円

3月29日
五徳薬品（株） 10,000円
中山幸豁 10,000円

3月29日 匿名 2,000円
3月29日
4 月 9 日
4月18日
5 月 8 日

心屋塾オープンカウンセリング
ちよだこころ 計10,800円

3月29日 サンフロンティア不動産（株） 1,000,000円

寄付日 氏名・所属団体名 物　品
3 月 2 日 伊藤忠テクノソリューションズ（株）お米
3 月 6 日 （株） 三井住友銀行 株主優待物
3 月 8 日 明豊ファシリティワークス（株） 車いす
3月30日 匿名 車いす／シルバーカー

3月31日／4月30日 東京海上日動火災保険（株） 株主優待物
4月4日／5月18日 （株）三菱UFJ銀行 胡蝶蘭
4月12日／5月11日 大和証券グループ本社 株主優待物

4月14日 高濱宏次 書籍／文具
4月19日 Wonder Art Production 書籍
5月25日 （株）京橋千疋屋 ゼリー
5月31日 安田不動産（株） 缶詰

寄付日 氏名・所属団体名 金　額
3月30日 コスモス館 2,000円

4月10日 東京丸の内ライオンズクラブ 100,000円

4月13日 熊坂和江 3,000円

4月27日 ジブラルタ生命保険（株） 442,000円

4月27日 匿名 2,000円

5 月 2 日 髙木良子 20,000円

5月16日 匿名 10,000円

5月18日 麹町婦人会 28,164円

5月22日 匿名 2,000円

5月28日 東京丸の内ロータリークラブ 100,000円

 　寄付者  （2018年3月～5月） 敬称略　　　あたたかいご寄付ありがとうございます。
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