
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。

コロナ禍の中、感染予防をしながら活動して下さっている「ふたばサービス」支援会員の杉浦さん（依頼会員のご自宅でのお掃除の様子）

 ・「アキバ分室」ってどんなところ？ P.2
 ・コロナ禍でも出来るたすけあい 
 ・ちよだのかがやき人 P.3
 ・社会福祉協議会からのお知らせ P.4
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特集 万世橋に新たに誕生！
ちよだ社協
「アキバ分室」がオープンします♪



4月1日より千代田区社会福祉協議会では、2月に移転した「万世橋出張所・区民館」の6階に、
新しい活動拠点「アキバ分室」をオープンします。

神田地域の身近な相談・活動スペースとして、みなさんをお待ちしております！

万世橋地区に新たに誕生！
ちよだ社協「アキバ分室」
がオープンします♪

区内の地域福祉活動を推進するボランティ
ア団体等と連携するため、開放スペースの
貸出を行います。
※開放スペースの利用には、団体登録が必
要です。詳しくはお問い合わせください。

お子様からご高齢の方まで、ふ
らっと参加できるサロンを開催し
ます。新しいアキバの居場所とし
てご利用ください。

区民及び区内を活動拠点としたボ
ランティア団体、福祉施設等のリー
フレットやチラシなどを配架しま
す。情報収集、情報発信の拠点とし
てもぜひご活用ください。

※アキバ分室のオープンは令和3年4月1日です。
オープンまで（令和3年3月31日まで）は、千代田区
社会福祉協議会（地域支援係／TEL	03-3265-
1901）までお問い合わせください。

【住　　所】千代田区外神田1-1-13　万世橋出張所・区民館6階
【アクセス】JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分	 　　　
	 都営新宿線小川町駅から徒歩7分
	 東京メトロ丸ノ内線淡路町駅から徒歩7分
	 東京メトロ銀座線神田駅6番出口から徒歩5分
【開館時間】8:30 ～ 17:00	 【休館日】	土曜・日曜・祝日、年末年始
【電　　話】03-6285-2860	【E-mail】akiba@chiyoda-cosw.jp
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サロンに
参加できる！
〔居場所の提供〕

福祉情報を得られる！
〔情報の収集・提供〕

「地域のことを教えてほしい」、
「介護のことで相談したい」、
「車いすを借りたい」、「子育
てのサポートが必要」、「ボラ
ンティアをやってみたい」な
ど、福祉やボランティアの相
談に応じます。

相談できる！
〔相談・コーディネート〕
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活躍できる！
〔活動の場の提供〕
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施 設 情 報

アキバ分室外観

アキバ分室って

  どんなところ？

地図4P

令和3年4月17日(土)
10:00～12:30
初回のみ2,000円

＜日 時＞

＜参加費＞
＜会 場＞ 千代田区岩本町2-1-19

ファーストビル7階 A-1PROJECT内

＜申込方法＞

FAX:050-3588-4326
Mail:yamazaki.soudan@

gmail.com
TEL:090-6535-0208 山﨑

主催:合同会社山﨑不動産相談室 ※お申込時の個人情報は当勉強会の連絡・受付のみに使用します。

幸せをつなぐ 相 続 勉 強 会

※法務局の「自筆証書遺言保管制度」についてもご説明いたします。(7月10日㈮～ｽﾀｰﾄ)
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お問合せ ふたばサービス TEL 	03-6265-6520　 Email 	futaba@chiyoda-cosw.jp

コロナ禍コロナ禍でも でも 出来る 出来る たすけあいたすけあい

地域活動を通してキラキラ輝くたくさんの“かがやき人”の中から今号は、
『楽しく生きる！』がモットーの恒吉さんをご紹介。

お問合せ ファミリー・サポート・センター TEL 	03-6265-6523　 Email 	famisapo@chiyoda-cosw.jp

住み慣れたまちで安心して暮らしていくた
めの、住民参加型のたすけあい活動。日常
生活でご不便を感じる高齢者や妊産婦のみ
なさまが、ご自身でできない部分の家事等
を有料でサポートしています。

ふたばサービスとは

　ファミサポ活動は『幸せを感じられる時間』

恒吉（つねよし）さんについて
千代田で働きながら「ファミリー・サポート・センター（通称：ファミサポ）」の支援会員として、日々活動中。ズンバやラグビー観戦などの趣味と同様に、大好きな子どもに関わるボランティア活動も全力で楽しむパワフルウーマン！

ファミリー・サポート・センター
支援会員募集中！

ファミサポでは、区内在住の生後6か月～小学校6年生ま
でのお子様をサポートする会員制の組織です。支援会員に
なるには、子どもを預かる心構えを学ぶ「養成講座」の受
講が必要です。この講座は年４回実施しており、次回の実
施は春を予定しています。時間数に応じた活動報酬があり
ます。
登録後はフォローアップの学習会や支援会員同士の情報
交換の場もあります。関心のある方はぜひ下記までお問い
合わせください。

～ふたばサービス編～

マスク、ゴム手袋の着用、入室前後の手洗いや消毒を行い、感染予防をしながら支援を継続しています。
コロナ禍で不安になっている方々、特に高齢者のみなさんは、支援会員さんが来てくれることで安心した生活が送れています。

自分では気が付かないところやで
きないところを率先してきれいにし
てくださり、 とても助かっています。

ふたばサービス支援会員募集中！
区内在住の高齢者、妊産婦、障がい者の方の掃除、洗濯、調理、外出付き添い、
お話し相手などの支援を行います。30分単位の単発の支援もあります。
支援会員になるには、登録が必要です。時間数に応じた活動報酬があります。
詳しくはお問合せください。

台所の掃除

お食事作り

窓ふき掃除
窓ふき掃除

家事だけではなく、

依頼会員さんの

見守り役にも

なれたらうれしいです。

同じ地域の
依頼会員様と
　楽しくお話し
　　　しながら
　　活動しています。

お掃除できれいになることで心身の
健康づくりになったらうれしいです。

【支援会員登録条件】
18歳以上の心身ともに健康な方（高校生を除く）

【活動報酬】
月曜～金曜：9時～17時　1,200円／1時間
上記の時間以外および日曜・祝日　1,400円／1時間
30分単位の単発の活動（ちょこっとサポート）
600円または700円／30分

依頼会員さん

支援会員さん

お風呂の掃除

支援活動する

ことで、

自分が元気を

もらっています。

恒吉さんにとってのファミサポの活動とは？
子どもは、思いがけない発想やよい刺激をくれるので大好きで
す。ファミサポの活動は、ボランティア活動の一種ですが、私に
とっては大好きな子どもに関わり“幸せ”を感じられる時間です。
趣味と同じ位置づけで、毎回楽しく活動しています。

これまでかかわってきたお子様・親御さんについて
平成29年6月から現在まで、11か月から12歳の計18名のお子
様と関わることができました。乳児期からかかわっているお子様
が4、5歳になり会話ができるようになると成長を感じますし、そ
れを見守ることも楽しみの一つです。また、お子様の親御さんと
偶然にも共通の趣味で、そこから新しいつながりができ、いいこともたくさんありました。

ファミサポの活動に興味のある方へメッセージ
子どもにかかわる支援なので責任も伴いますが、子どもがお好きでしたらあまり考えすぎ
ず、まずは支援会員養成講座に参加してみてはいかがでしょうか。活動中に困ったことが
あれば、些細なことでもコーディネーターが相談にのってくれます。楽しみながら活動で
きる、同じ仲間が増えてくれることを願っています。

支援会員
さんの

活動の様子

高い所は
お任せください。 　
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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 : 03-6265-6560 FAX : 03-3265-1162　E-mail : jinzai@chiyoda-cosw.jp

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

TEL : 03-6265-6520  E-mail : futaba@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

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

アキバ分室

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
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社会福祉協議会からのお知らせ

寄付者（令和2年12月～令和3年2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
2020年  12月 1 日 笠井 清純 介助式車いす
2020年  12月 4 日 モルガン・スタンレー・ホールディングス㈱ 株主優待物2020年  12月 28日
2020年  12月 8 日 ㈱大塚商会 書籍（家の光）
2020年  12月 18日 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 株主優待物
2020年  12月 18日 大和証券ファシリティーズ㈱ 株主優待物
2020年  12月 23日 日本土地建物販売㈱ 飲料・お菓子・スープ・乾麺
2020年  12月 24日 西川 和江 タブレット型パソコン一式

2021年 1月18日 プロロジス フェイスシールド100個
雑巾200枚

2021年 1月26日 ㈱大塚商会 たのくんからの贈りもの
2021年 2月 5日 松崎 美奈 はがき217枚
2021年 2月15日 東京都ペストコントロール協会 洗剤・レインコート
2021年 2月15日 ㈱コンベンションリンケージ 不織布バック
2021年 2月24日 ㈱三井住友銀行 株主優待物

物品寄付者

氏名・所属団体名
インターエイシアライン㈱ 大日本土木㈱
株式会社ニコン ㈱あおむし
㈱東京衡機試験機 ニチアス㈱
NTT都市開発ビルサービス㈱ エーオン
金澤 則子 ㈱コスモテック
富士フイルム労働組合 前田建設工業㈱
日比谷総合設備㈱ SGリアルティ㈱
アミタホールディングス㈱ 信幸建設㈱
大和ハウスプロパティマネジメント㈱ ㈱フリークアウト・ホールディングス
㈱大阪ソーダ ジョーンズ ラング ラサール㈱
西宮かなで法律事務所 五洋建設㈱

カレンダー

金品寄付者
寄付日 氏名・所属団体名 金　額

2020年  12月  4日 ダイセーホールディングス㈱ 30,000円
2020年  12月  7日 九段二丁目町会 10,600円
2020年  12月 9日 宗教法人 真如苑 1,000,000円
2020年  12月 12日 匿名 5,000円
2020年  12月 14日 匿名 2,000円
2020年  12月 23日 東京千代田ライオンズクラブ 200,000円
2020年  12月 28日 櫻井建設㈱ 20,000円
2021年 1月29日 コニカミノルタ労働組合 7,000円
2021年 2月15日 ＡＧＣ労働組合本社支部 72,000円

赤い羽根共同募金・歳末地域たすけあい募金への
ご協力ありがとうございました。

　歳末地域たすけあい募金は、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
ひとり親家庭へのお見舞品としてお届けしました。また、翌年度の地域たすけあい活動費として、千代田区内の福
祉活動に活用させていただきます。

募金総額 5,864,953円
■お見舞品として　3,932,341円

支援を必要とする方々へ	 770,741円	（19世帯）
障がいのある方へ	 2,547,200円	（995人）
ひとり親（母子・父子）のご家庭へ	 614,400円	（240世帯）

■令和3年度地域たすけあい活動費として 　1,347,790円
ご近所福祉活動事業	 517,790円
長寿会等地域支援事業	 830,000円

■諸経費として（印刷経費、郵送料など）　584,822円

募金総額 1,005,868円

内 

訳

内 

訳

歳末地域たすけあい募金

赤い羽根共同募金

アキバ分室

本会公式 LINE
運用開始延長のお知らせ
LINE の情報管理に関する懸念が払拭されるまで、
本会公式 LINE の公開を延期いたします。
ご迷惑おかけして大変申し訳ございません。
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