
寄付日 氏名・所属団体名 物品
2018年12月 4日 昭和産業（株） 調味料類
2018年12月21日 大和証券グループ本社 株主優待物
2018年12月28日 昭和産業（株） マスク
2018年12月31日 東京海上日動火災保険（株） 株主優待物
2019年 1月 3日 日本土地建物販売（株） 飲料・お菓子
2019年 1月 7日 （株）三菱ＵＦＪ銀行 胡蝶蘭　
2019年 1月13日 昭和産業（株） 使用済み切手
2019年 1月30日 CTCテクノロジー（株） 車椅子
2019年 2月14日 匿名 62円切手
2019年 2月16日 ナブテスコ（株） 車椅子
2019年 2月23日 大和オフィスサービス（株） 株主優待物
2019年 2月28日 （株）三井住友銀行 株主優待物
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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、力を合わせて千代田区の福祉をすすめる団体です。



ボランティア活動の推進 在宅生活・福祉サービス利用の支援

　
ご近所福祉の推進

ボランティア元年に
ちよだボランティアセンター開所

地域で安心して暮らせるように。
地域福祉権利擁護事業開始

法人後見・任意後見受任
事業開始

高齢者が集う居場所として。
千代田区立高齢者センター

（現高齢者活動センター）
を千代田区から受託平成の時代は、ボランティアの力がクローズアップさ

れました。阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震
災、熊本地震、また、各地の豪雨災害で、支援と復興
に市民が力を合わせてきました。
　ちよだ社協は、「ボランティア元年」と言われた平成7
年にボランティアセンターを開所し、被災地災害救
援活動とともに、ボランティアをとおした地域の課題
解決の推進をめざし、ボランティアの養成や団体の
サポート等多様なプログラムや、千代田区の特徴を
活かした企業との連携事業を行ってきました。

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより
判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービス
利用援助を中心として、日常的な金銭管理サービス、
重要文書の預かり等の支援を実施しています。

住民の力で生活を
助け合うために。
ふたばサービス開始

千代田区社会福祉協議会
平成のあゆみ
千代田区社会福祉協議会は「みんなが参加し、支え合うまちづくり」を目指し、地域の皆さんと共に
活動を続けてまいりました。改元の節目を迎えるにあたり、平成の３０年間の歩みを振り返ります。

1989−2019

ご近所の中で支え合いができるよう、地域の中でお互い
に福祉課題について考え、解決するための活動です。
ちよだ社協では地区担当制をとっており、それぞれの担
当があなたのまちの福祉課題解決にむけて伴走します。

超高齢社会に備えて
町会の中で支え合うまちづくりを。
ご近所福祉活動始動！

7年
平成

11年
平成

12年
平成

10年
平成

16年
平成

8年
平成

平成
元年

【平成２３年】
東日本大震災

【平成17年】
愛・地球博（愛知万博）

【平成7年】
阪神淡路大震災発生

【平成12年】
介護保険制度施行

【平成10年】
長野冬季五輪開催

平
成
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権利擁護事業の推進
多世代交流の推進・介護福祉人材の育成

ご近所福祉の推進

説明会参加者募集　
【日　時】 第１回　平成31年4月19日（金）14：00～15：00
 第２回　平成31年4月25日（木）14：00～15：00
※養成講座に参加希望の方は、説明会の参加が必須となります。

【場　所】 かがやきプラザ4階　研修室３
【申込み】 各開催日前日までに電話、FAX、Eメール、直接来所にて
 ①氏名、②電話番号、③希望日の日程を連絡してください。

募集には条件があります。
詳しい募集案内はちよだ成年後見センターまでお問い合わせく
ださい。

 03-6265-6521　  kouken@chiyoda-cosw.or.jp

平成31年度  区民後見人養成講座を行います。
認知症や知的・精神障がい者の方が、判断能力が不十分であって
も自分らしく、自らの意思で希望を実現し、地域で安心して暮らし
続けられるように、様々な生活課題についてご本人に寄り添い意
思決定支援を行うのが成年後見人です。きめ細かい見守りがで
きる地域住民の方々のチカラが求められています。
※養成講座は6月～翌年1月までの約８ヶ月をかけて行います。

子育ての相互援助を。
ファミリー・サポート・
センター事業を
千代田区から受託

成年後見制度推進機関の　　
運営開始

区民後見人
養成事業開始

高齢者センター改め
高齢者活動センター、
研修センターオープン

新設「かがやきプラザ」で高齢者活動拠
点、多世代交流拠点、人材育成・研修拠
点の指定管理者になり新たな事業展開
がはじまりました。

生活支援コーディネーター
を配置

地域の多様な方と一
緒に高齢者の生活を
支えるための、地域資
源の開発、ネットワー
クの構築、ニーズと地
域にあるサービス等
のコーディネートを行
います。

千代田区に住み、学び、
働く人たちがつながる！
福祉まつり

これからの社協が目指すもの

成年後見制度の利
用を考えている方へ
のお手伝い、後見人
等に選任された方へ
のサポート、区民後
見人の養成・支援を
しています。

平成の30年、千代田区に暮らす皆さん、働く皆さん、学ぶ皆さんとともに、「みんなが参加し、支え合うまちづくり」
をめざしてきました。これからも、世代や職業や活動の関わり方を超えて、多くの皆さんの力が、住みやすいまちづく
り、やさしいまちづくりにいかされるよう、地域福祉活動に取り組んでまいります。
※ホームページにて千代田区地域福祉活動計画「第5次は・あ・とプラン」を公開しております。ぜひご覧ください。
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寄付者
（2018年12月～2019年2月） 敬称略

あたたかいご寄付ありがとうございます。

寄付日 氏名・所属団体名 金　額
2018年12月  4日 根本 幹弘 1,000,000円
2018年12月  5日 宗教法人　真如苑 1,000,000円
2018年12月  7日 チェリーブラッサムの会 17,560円
2018年12月13日 立正佼成会　 100,000円
2018年12月14日 東松下町町会 35,172円
2018年12月17日 ぞろぞろ会 10,000円
2018年12月18日 匿名 2,000円
2018年12月21日 ＡＧＣ労働組合本社支部 156,000円
2018年12月27日 （株）パパコーポレーション 100,000円
2018年12月28日 心屋塾オープンカウンセリング ちよだこころ 2,020円
2019年  1月  7日 鳴島 ひとみ 1,000円
2019年  1月  9日 （株）ノア　エンタープライズ 50,000円
2019年  1月16日 東京千代田ライオンズクラブ 200,000円
2019年  2月  7日 堀田 和子 1,000,000円
2019年  2月13日 そごう・西武労働組合 2,949円
2019年  2月20日 国際ソロプチミストアメリカ 50,000円

金品寄付者
寄付日 氏名・所属団体名 物品

2018年12月 4日 昭和産業（株） 調味料類
2018年12月21日 大和証券グループ本社 株主優待物
2018年12月28日 昭和産業（株） マスク
2018年12月31日 東京海上日動火災保険（株） 株主優待物
2019年 1月 3日 日本土地建物販売（株） 飲料・お菓子
2019年 1月 7日 （株）三菱ＵＦＪ銀行 胡蝶蘭　
2019年 1月13日 昭和産業（株） 使用済み切手
2019年 1月30日 CTCテクノロジー（株） 車椅子
2019年 2月14日 匿名 62円切手
2019年 2月16日 ナブテスコ（株） 車椅子
2019年 2月23日 大和オフィスサービス（株） 株主優待物
2019年 2月28日 （株）三井住友銀行 株主優待物

物品寄付者

寄付日 氏名・所属団体名
2018年12月17日 カルビー（株）
2018年12月17日 ＳＧリアルティ（株）
2018年12月18日 積水ハウス（株）
2018年12月18日 （株）電通ライブ
2018年12月18日 （株） 富士商会
2018年12月21日 （株）協同宣伝
2018年12月25日 サンヨーホームズ（株）

カレンダー寄付者

〒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

代表

お問合せ

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動
へのご協力ありがとうございました
　歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として、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。
　みなさまの温かいお気持ちは、要援護世帯、障がい者やひとり親家庭への見
舞金としてお届けしました。また、翌年度の地域福祉活動費として、千代田区内
の福祉活動に活用させていただきます。

平成31年度新規事業・重点項目

募金総額　10,258,478 円歳末たすけあい運動
【お見舞品として】 5,137,060円

〈内訳〉 支援を必要とする方々へ　892,636円（21世帯）
 障がいのある方へ　3,403,944円（972人）
 ひとり親（母子・父子）のご家庭へ　840,480円（240世帯）

【平成30年度たすけあい活動費として】 4,130,958円
〈内訳〉 ご近所福祉活動事業 3,300,958円

 長寿会等地域支援事業 830,000円
【諸経費として】 990,460円(印刷経費、郵送料等)

お問合せ
総務係　〒 102-0074 千代田区九段南 1-6-10 かがやきプラザ 4 階

03-3265-1901　FAX 03-3265-1902
somu@chiyoda-cosw.or.jp

活動賛助金会員募集中
活動賛助金で小さな地域活動に参加しませんか？
詳しくはお問い合わせください。

募金総額　1,338,945 円赤い羽根共同募金

真如苑様

ご寄付
ありがとう
ございます

社会福祉協議会からのお知らせ

Twitter
　もチェック

https://twitter.com/chiyoda_cosw

Facebook
　　もチェック

https://www.facebook.com.com/chiyodacosw/

地域住民による支え合いのしくみである、「ふたばサービス」を充実させるととも
に、生活支援コーディネーターが調整役となって地域特性に応じたサービスを
作り出します。 地域支援係

介護予防に取り組むサロンの立ち上げや、「ささえ愛まち会議」で出た課題を解
決するための居場所づくりを支援します。 地域支援係

千代田区三士会(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会)と連携して、体制整備
について考え、地域における体制構築を目指します。 成年後見センター

地域生活において解決が難しい地域福祉課題をボランティア団体や企業と連
携し、課題解決を検討するプロジェクトを発足します。 ボランティアセンター

介護予防・健康増進を意識して事業展開し、センター内の居場所・生きがいづく
りや新規登録者の開拓に取り組みます。 高齢者活動センター

高齢者の病気や介護にかかわるボランティアの養成と、介護・福祉・医療職と連
携し、地域包括ケアの人材を育成します。また、区内事業所への就職支援や介
護・福祉のしごと相談・面接会を実施します。 研修センター

 ❶ 地域と人と人をつなぐ支え合いのしくみづくり

 ❷ 住民運営型の居場所づくりの支援

 ❸成年後見制度利用促進基本計画に基づく支援体制の構築

 ❹ 地域福祉課題を解決するプロジェクトの実施

 ❺ アクティブシニア（元気高齢者）の活動を支援するセンターの運営

 ❻ 介護・福祉人材の育成・充実
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