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めぐろ社協キャラクター
てってちゃん

社会福祉法人 目黒区社会福祉協議会
目黒区上目黒2－19－15 目黒区総合庁舎別館１・３階
☎ 03（3719）8909（代表）  　 03（3719）8715
http://www.meguroshakyo.or.jp

めぐろ社協は、区民の皆さんと地域福祉を推進する民間の福祉団体です
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片付けなどで困っていませんか？ 
地域の協力会員が快適な暮らしを応援します！

募金の使いみちは、赤い羽根データベース「はねっと」で公開しています。
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/

※総合庁舎の案内所にも募金箱を設置します。
※口座振込もできます。　　　　
※この募金は寄付金額に応じて、税制上の優遇措置を受けることができます。

  詳しくはお問い合わせください。

 実施　目黒区社会福祉協議会 ／ 目黒区民生児童委員協議会
 後援　目黒区 ／ 目黒区町会連合会

募金の方法は？募金の使いみち

在宅福祉サービスセンター　☎ 03（3714）2841　　 03（3711）4954問い合わせ 地域支援課地域支え合い事業担当
☎ 03（5708）5792

申込み・問い合わせ

在宅福祉サービスセンター

すっきりさせ隊すっきりさせ隊

　募金袋に入れて、町会・自治会の担当者のかたにお渡し
ください。

町会・自治会で

駅  頭  で
　区内の高校生や青少年団体の子ども達の協力を得て12月中に
東急東横線中目黒駅～自由が丘駅の駅頭で募金活動を行います。

窓  口  で
　12月27日（金）までにめぐろ社協の窓口に直接お持ちくだ
さい。祝日を除く（月）～（金）　８：30～17：00

令和元年
12月1日 　

12月31日 　

日

火

募金期間

助成団体の声

歳末たすけあい･地域福祉募金歳末たすけあい･地域福祉募金
にご協力をお願いします。

「8050問題」の
向き合いかた

令和2年1月15日（水） 18：00～20：00
田道住区センター会議室（田道ふれあい館３階）
①講演
　ジャーナリスト 
　池上　正樹 （いけがみ　まさき）氏
　ひきこもり家族会、NPO法人楽の会リーラ
　市川　乙允 （いちかわ　おとちか）氏
②グループトーク
50名（事前申込制）

日時
会場
内容

定員

区内在住で、高齢者又は障害者のみの世帯
協力会員による窓拭き、ベランダ掃除、荷物の整理
協力会員一人につき１時間 1,000 円（活動は原則２時間以内）
500円
※①内容によっては、複数人の協力会員がうかがいます。
　②家事援助、介護援助、困りごとお助けサービスについては今までどおり行っています。
　③ご利用をご希望の場合は、担当職員が訪問し、状況を確認の上でサービスを決定します。まずはご相談ください。

対象者
内　容
謝礼金
年会費

参加費
無料

例えば

　今年も、12 月 1 日から「歳末たすけあい・地域福祉募金」が始まります。
　この募金活動は、町会・自治会・民生児童委員の皆さまの協力を得て、
支えあい・たすけあいの心を育み、地域福祉の充実のために行われるものです。
　皆さまからご支援いただいた募金は、地域の様々な福祉活動に活用されます。
　皆さまの温かい善意をお寄せくださいますようお願いいたします。

問い合わせ 総務課財務担当係　
☎ 03（3711）4995　　 03（3719）8715

　「めぐりあプラネット」は、親と子の健康と健全な育ちを支えることを
目的とし、2014年に設立しました。妊娠中から子育て期までの不安の
軽減や、お子さんの発達をサポートするための講座や育児相談等を開催
しています。
　皆さまの募金からいただいた助
成金は、11月24日(日)の公開講
座「語りかけが育てる赤ちゃんの
脳とコミュニケーションの力～そ
の極意をわらべうたに学ぶ～」に
活用させていただきます。
　詳細はお問い合わせください。

めぐりあプラネット　https://megrea-planet.jimdosite.com/
問い合わせ先　Mail:megrea.planet@gmail.com

～当事者に寄り添う支援を考える～

　“すっきりさせ隊“の活動で、利用者さんに窓拭きの方法を教わりました。
　「窓は、洗剤を使わずに水だけで拭くのが一番きれいになる」そう言われて
実践したところ、本当にきれいになりました。
　利用者さんからは「田口さんにやってもらうときれいが長持ちするの！」
とのお言葉をいただき、とてもうれしく活動しています。

協力会員の田口さんは笑顔で語ってくれました。
お互い様の活動は街に笑顔を運んでいます。協

力
会
員

活
動
中

協
力
会
員

活
動
中



　まずは、下記へご連絡ください。窓口で直接納入していただくか、郵便局・ゆうちょ銀
行で利用のできる払込取扱票をお送りします。
※会費は税制上の優遇措置が受けられます。手続きの詳細は社協ホームページをご覧ください。

個人会員……年間(１口) 1,000円～
団体会員……年間　　 5,000円～
賛助会員……年間　  10,000円～

会費の納入方法

問い合わせ 総務課総務係　☎０３（3719）8909

　社協の趣旨に賛同し、財政的に地域福
祉活動を支えてくださる方々を募集して
います。

めぐろ社協会員を募集しています！

高校・大学などの学費を支援します

　社会福祉協議会では、低所得世帯、障害者や介護を要する高齢
者がいらっしゃる世帯に対し、生活の安定と経済的自立を図るた
め、資金の貸付と必要な相談支援を行う生活福祉資金貸付制度を
設けています。教育支援資金は、生活福祉資金貸付制度の一つと
して、進学や修学の継続を支援する制度です（無利子）。

※申込から資金交付まで約１か月程度かかります。お早めにご相談ください。
※貸付には条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

目黒区南部包括支援センター  
☎ 03（572４）8033

問い合わせ

総務課財務担当係  ☎ ０３（３７１１）４９９５　　０３（３７１９）８７１５問い合わせ

◇教育支援資金の種類と貸付限度額

就学支度費 500,000円（入学金の範囲内での貸付）

教育支援費
（月額）

35,000円 60,000円 60,000円 65,000円

高等学校
専修学校
（高等課程）

高等専門学校 短期大学
専修学校

（専門課程）

大学

（いずれも学費の範囲内での貸付限度額）
状況により月額の 1.5 倍の額まで貸付可能

ご寄付ありがとうございました

☎ 03（5768）3964

生 活 福 祉 資 金 貸 付 制 度

教育支援資金
をご活用ください！

社会福祉法人

目黒区社会福祉協議会

ファミリー・サポート・センター
☎03（3719）8909（代表）　　  03（3719）8715
e-mail：soumu@meguroshakyo-i.net（代表）
【窓口】祝日を除く（月）～（金）8:30 ～17:00

FAX

目黒区南部包括支援センター
☎03（5724）8033　 　  03（3719）2031
【窓口】 祝日を除く（月）～（金）８:30 ～19:00
　　　　　　　　　　　（土）８:30 ～17:00

FAX

めぐろボランティア・区民活動センター
☎03（3714）2534　 　  03（3714）2530
e-mail：vo-c@meguroshakyo-i.net
【窓口】祝日･第２木曜を除く（火）～（土）８:30～19:00

FAX

権利擁護センター「めぐろ」
☎03（5768）3964　 　  03（5768）3965
e-mail：kenri@meguroshakyo-i.net
【窓口】祝日を除く（月）～（金）８:30 ～17:00

FAX

総務課総務係、財務担当係
地域支援課　地域支援係
在宅福祉サービスセンター
障害福祉サービスセンター

76,400 部発行（うち73,400 部新聞折込）

仕　様 掲載サイズ掲載料金
1面（カラー） 40,000円
2･3面（カラー） 20,000円
4面（カラー） 30,000円

たて65mm
×

よこ80mm

広告募集 2月号（令和２年2月12日発行予定）

親族後見人のサポートを
しています！

権利擁護センター「めぐろ」に
お問い合わせください。

東京都建設組合目黒支部　様
首都圏建設産業ユニオン城南支部目黒地区会　様
東京土建一般労働組合目黒支部北部さくら分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部目黒中央分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部学芸大分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部目黒桜分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部不動分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部月向分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部原洗碑分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部柿の木八雲分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部みどり分会　様
東京土建一般労働組合目黒支部事業所直属分会　様
八雲町会　様
パチンコエンジェル　代表取締役社長　金村成芳　様
老人クラブ目黒福寿会　様
東京都米穀小売商業組合目黒支部　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
リバーサイドフェスティバルチャリティーブース売上金
目黒区社会福祉協議会募金箱

3,642
10,000
7,000
15,095
17,805
9,751
20,985
8,033
4,300
6,548
6,780
5,620
50,000
46,080
3,654
52,800
10,000
3,000

2,000,000
18,900
668

　権利擁護センター「めぐろ」では、後見人等
になった後の不安やお困り事の解決のため
に、親族後見人となられたかたに登録してい
ただき、制度に関する情報提供や個別相談を
お受けするほか、親族後見人同士の交流会な
どを行っています。
　家庭裁判所には少し聞きづらいことでも、
身近な相談窓口として、ぜひご活用ください。

めぐろ社協では、皆さまからの貴重なご寄付を、地域福
祉活動のために有効に活用させていただきます。

（令和元年７月24日～9月末日）

皆さまからのあたたかいご寄付を
お待ちしております

　南部包括支援センターでは、地域で暮
らす皆さんの「身近な総合相談窓口」と
して、介護・医療などの相談を出張で
お受けしています。

　抜けるような青空のもと、10月 26日（土）中
目黒GTで「第 16回めぐろ地域福祉のつどい」
を開催しました。毎年大人気の民生児童委員協
議会や福祉施設等のバザーのほか、ミニデイ・
サロン体験、自主製品の販売、模擬店の出店など
で賑わいました。
　ステージでは民生児童委員の皆さんの合唱、
よさこい・目黒銀座音頭の後、来場者の方々も
一緒に東京五輪音頭を踊りました。初出演の小
学生によるチアリーディング、都立目黒高等学
校の吹奏楽、トキワ松学園のダンスは、いずれも
若さにあふれ、大いに楽しませてくれました。ま
た、ホールでの特技ボランティアによる本格的
カンツォーネは来場者を魅了し、楽しい秋の一
日となりました。

日時
場所

内容

毎月第３木曜日　13:30～16:00
向原住区センター２階
（目黒本町5ー22ー11）
１.ミニ講座
２.個別相談会

13:30～14:30
14:30～16:00

出張相談会

こんな時
どうしよう…！

めぐろ社協への寄付は、
税法上で優遇措置が受けられます

単位：円

ご寄付ありがとうございました

後見人になったら、まず何をすればいいの？
裁判所に出す報告書の書き方はこれでいいの？

親族後見人同士で話をしてみたい！等

お気軽に
お越し
ください！第27回

てっててって
がゆく！がゆく！


	omote
	ura

