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 ・ちよだ社協の新規 SNS開設
 ・げんきラブレター♡プロジェクト
 ・オンライン講座スタート！
 ・社会福祉協議会からのお知らせ

P.2
P.3
P.3
P.4

特集

令和2年9月25日発行

見つけよう！
新しいつながりの形

　

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。

三崎町ふれあいサロンでの「リボンレイづくり」
感染症対策予防の為、手指消毒やマスク着用は欠かせませんが、リボンの色に悩んだり、笑ったり、おだやかな時間が流れていました。



今まで  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設！より多くの方に情報を！

集まってお話ししたり、出かけたり、これまでどおりの生活を送ることが難しくなっている今。
人とのつながりが途切れることのないように、「新しい生活様式」の中で「新しいつながり」を探しています。

「見つけよう！ 新しいつながりの形」

千代田区の地域情報をお届けする
メールマガジン、

千代田でつなメールも要チェック！

 千代田区社会福祉協議会

NEW

＃ちよだ社協
　＃かがやきプ

ラザ

#千代田区民
とつながりたい

　

＃ご近所福祉
　＃伝えたい

　

＃想い届け　
＃乗り超えよう

NEW

YouTube　チャオチャンネル

離れていても多世代交流！
見て楽しい！参加して楽しい！子供から大人
まで楽しめるオンラインの多世代交流です♪
大喜利などのお便りコーナーや大学生が
教える楽しいプログラム、体操 etc…
社協職員がメインMCとなり、みなさまに
楽しいひとときをお届けします！

協力して下さっている上智大学のみなさん

チャンネル登録

NEW
YouTube自宅でチャレンジ！ なんでもトライ！

脳トレ、ストレッチ、折り紙・工作、ボランティアの手作り講座など、自宅で健康づくりができる200本以上の動画を配信中です！

そんな今
 だからこそ！

#つながり　#みんなに届け　#ちよだ社協の想いSNSで

つながろう！

元気なうちに考える

これからのこと。

ちよだ成年後見
センターでは
エンディングノートを

配布しています。

もしもの時のために

少しずつ
始めてみませんか？

テレビをつけ

れば暗い話題

ばかり… より多くの方に必要な情報や
ちよだの想いを届けたい！

長い自粛生活で、人との
関わりが減り、いつも
なにげなく入ってきた
情報が届かない… ちよだ社協の SNS が

変化しました！

chiyoda

いいね！ 1000 件

ちよだ社協の SNS
ぜひのぞいてみてください♪

Pick up!

千代田で
つなメール

ご近所
かわらばん

ごきんじょちゃん

Twitter

Facebook

お問合せ ちよだ成年後見センター 03-3265-6521

2　ちよだ社協



参加者の声

  スマートフォン
  タブレットは

パソコンは

オンライン
を使えば､

密にならず参加できる！

不特定多数の人が沢山いる
講座に参加するのは不安…

このような状況下で会場まで
移動するのもちょっと不安…

新型コロナウイルスが
猛威を振るうなか、
どのように講座が

おこなえるだろう…

げんきラブレタープロジェクトは、千代田区の住
民・学生・企業のボランティアが自宅で作った心
温まるメッセージを、同じ地域に住む住民に届け
てお互いに支え合うプロジェクトです。

「一人暮らしの高齢者のみなさんに少しでも元気に
なっていただけたら嬉しいです」そんな想いと共にラ
ブレターを送ってきて下さった方もいました。

194通の

ラブレターが

ありました♥

ご協力ありがとうございました♥

オンラインでよく使われている「Zoom（ズーム）」使用方法をご紹介！

みなさまもぜひご参加ください！

講座

「げんきラブレター♡プロジェクト」ラブレター
が

つなぐ想い♥

オンラインを使った講座がスタートしました！オンライン
で

 つながろう！

● Zoomを通じての初めての講座ということで
したが、たいへん有益だと感じました。

● 初めてのZoomでの開催のことでしたが、分
かりやすく認知症の方への関わりなどを学ぶ
ことができました。

● 移動がない分、負担なく参加出来ました。
　Zoomの講座はこれからも行ってほしいです。

環境が整っていればどこからでも気軽に参加できるため、
参加人数も大幅に増加

サロンとちよだ社協をオンラインでつなぎ、
ちよだ社協のサービスを紹介します。
次回のオンラインコンテンツもお楽しみに♪

サロンでもオンライン！7月11日に
認知症サポーター養成講座を
オンラインで行いました！

iOSは「App Store」から　Androidは「Google Play」から
「ZOOM Cloud Meetings」と検索し、アプリをダウンロード！
Zoomアプリのダウンロードやアカウント取得は必須ではありません。
ミーティングに参加するだけであれば、アカウントがなくても利用できます。

第1回目 ふたばサービス
（住民参加のたすけあい
  家事支援サービス）

第2回目 エンディングノートの書き方

区内の高齢者の
みなさんに
お届けしました！

さらに！

嬉しいお声が！

次回は10月15日（木）13:30～
15:30にオンライン（Zoom）開
催予定です。申し込み締め切りは
10月7日（水）研修センターまで
お申込みくださ
い。皆様のご参加
お待ちしており
ます。

お問合せ かがやきプラザ研修センター 03-6265-6560　FAX 03-3265-1162

様々な年代の方の参加などオンラインならではの利点がありました。
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〒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.jp

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

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

社会福祉協議会からのお知らせ
赤い羽根共同募金にご協力お願い致します

ちよだ社協が
無料アプリ
「カタログポケット」で
読めます。
下のQRコードを
読み込んで、
「ちよだ社協」で検索！

『ちよだ社協』2020 年夏号において「使用
済み切手寄付のお願い」を紹介しましたとこ
ろ、区内外よりたくさんのご寄付をいただきま
した。本当にありがとうございます。
ご協力いただきました皆様に
は、この場を借りてお礼申し
上げます。

7 月豪雨災害　義援金募金箱
ちよだ社協、区内出張所に設置しています。

■強化期間：令和2年10月1日（木）～10月31日（土）
赤い羽根共同募金は援護を必要としている千代田区内の民間社会福祉
施設・団体に配分されます。皆様のご協力をお待ちしております。
　社協要援護世帯の登録受付を開始します
収入額が一定以下で生活の支援を希望する世帯を社協要援護世帯とし
て登録し、歳末地域たすけあい募金から見舞品をお送りします。昨年度に
登録された方も再登録が必要です。

■申込期間：令和2年10月1日（木）～10月31日（土）
　【対象世帯】
次のすべてに該当する世帯（生活実態により、住民票が世帯分離していて
も同一世帯とみなす場合があります。）
①区内在住（住宅で生活している方）
②世帯の年間総所得金額が生活保護世帯の1.15倍以内程度
　（世帯構成により基準額が異なります）
③生活保護を受けていない
④不動産（土地・建物）を所有していない
　（現在、居住している土地・建物は除く）
※登録申込については、必要提出書類等がありますので、必ず事前にお問
　合せ下さい。

お問合せ 総務係 03-3265-1901　FAX 03-3265-1902

令和２年度「ふれあい福祉まつり」
の中止のお知らせ

寄付者（令和2年6月～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 金　額

2020年	6月	1日 天津	みち 10,000円

2020年	6月	1日 天津	敏子 10,000円

2020年	6月12日 熊坂	和江 3,000円

2020年	6月18日 匿名 300,000円

2020年	7月	8日 心屋塾オープンカウン
セリング　ちよだこころ 1,020円

2020年	7月22日 匿名 2,000円

2020年	7月31日 ダイセー
ホールディングス㈱ 30,000円

寄付日 氏名・所属団体名 物　品
2020年	6月	2日 昭和産業㈱ 使用済み切手
2020年	6月10日 近藤	由記子 マスク
2020年	6月10日
2020年	6月29日
2020年	7月	8日
2020年	7月20日
2020年	8月	7日

大和オフィスサービス㈱ 株主優待物

2020年	6月17日
2020年	7月21日

三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券㈱ 株主優待物

2020年	7月20日 明豊ファシリティワークス㈱ マスク

2020年	7月20日 日本土地建物販売㈱ 飲料・お菓子
2020年	8月19日 ピップ㈱ 車いす
2020年	8月24日 ㈱三井住友銀行 株主優待物
2020年	8月27日 朝日信用金庫 消毒液一式

金品寄付者

　令和2年度「ふれあい福祉まつり」の開催につい
て、共催団体である千代田区、千代田区連合長寿会
と協議したところ、ご参加いただく皆様の安全を最
優先に考え、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の為、止むなく中止とさせていただくことに決定いた
しました。
　参加を楽しみにされていた皆様には、誠に申し訳
ございませんが、諸事情ご賢察のうえ、何卒ご理解、
ご了承くださいますようお願いいたします。

物品寄付者
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