
募金の使いみちは、東京都共同募金会の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/

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？
町会・自治会で

窓  口  で

歳末たすけあい･地域福祉募金に
ご協力をお願いします

☎ 03（3711）4995　　 03（3719）8715

てって 令和２年11月11日発行

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

FAX

めぐろ社協だより
発行

NO.129めぐろ社協
キャラクター
てってちゃん

歳末たすけあい･地域福祉募金に
ご協力をお願いします

募金袋に入れるなどで、町会・自治会の担当者のかたにお渡しください。

12月28日(月)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

問い合わせ ● 総務課事業係

※総合庁舎の案内所等にも募金箱を設置します。口座振込もできます。
※新型コロナウイルス感染防止のため、街頭募金は中止します。
※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。

　皆さまからご支援いただいた募金は、支援を必要とする高齢者等への見舞金や地域の様々な福祉
活動を展開する団体への支援及び地域福祉活動に活用されています。

火

木

令和２年

募金の
使いみち

たちが地域の中で孤立しないように、気軽に参
加できる「居場所」として立ち上げ、料理をしな
がら菜食の良さや環境問題について学び、楽し
く活動を行っています。

　地域の皆さまからいただいた募金は、活動で
使用する食材や調理器具、プチ菜園、また環境
保全のための酵素づくりなどにも活用させてい
ただいています。
　料理や食事をするのが趣味のかたや、菜食に
ご興味あるかたなど、たくさんのかたが参加さ
れています。このような趣味を活かした「居場
所」があることで、地域住民同士の交流だけで

なく、新たな発見ができる場でもあります。

　私たちの活動にご興味のあるかたは、お気軽
にご参加ください！

めぐろボランティア・区民活動センター　☎ 03（3714）2534　　 03（3714）2530
問い合わせ

　「ふれあいサロンEco膳」では、“菜食で世界
を救おう！”をテーマに環境問題と健康について
考えながら、地域の皆さんと一緒に菜食料理を
作っています。
　2017年に活動を始めて４年・・・高齢者のかた

助成団体の声例えば ふれあいサロン Eco膳

　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。

　今年は、新型コロナウイルス禍という特殊な社会状況下で、地域福祉活動
団体などにおける感染予防対策、高齢者等の孤立対策、経済活動低迷に伴う
貧困問題など、新たな福祉課題への対応をしながら地域福祉を推進していく
ため一層の支援が求められています。
　皆さまからのあたたかいお気持ちをこの募金にお寄せくださいますよう、
よろしくお願いいたします。

❖

❖



ご寄付ありがとうございました
(令和２年７月11日～９月24日 )

社会福祉法人
目黒区社会福祉協議会

皆さまからのあたたかいご寄付をお待ちしております。
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。
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

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！

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

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

対象者
内　容
謝礼金
年会費

長谷川さん：利用者のかたは人生経験が豊富で色々なことを知っています。
「先人の知恵」はすばらしいです。活動を通して勉強させていただいています。
荒さん：活動に伺うたびに、利用者のかたが「笑顔」になっていくことがとて
もうれしいです。「ありがとう」の言葉だけで元気になれます。

利用者Ｍさんは「お二人とのおしゃべりしながらの片付けは、とても楽しく
元気をいただいています。」とのうれしいお言葉をくださいました。

目黒区南部包括支援センター
〒152-0003 目黒区碑文谷 1-18-14 碑小学校内 南西側
☎03(5724)8033　　 03(3719)2031
　　  祝日を除く（月）～（金）８:３０～１9:００ （土）８:３０～１7:００

めぐろボランティア・区民活動センター
〒153-0061 目黒区中目黒 2-10-13 中目黒スクエア1階
☎03(3714)2534　　 03(3714)2530
e-mail：vo-c@meguroshakyo-i.net
　　  祝日・（月）・第 2（木）を除く（火）～（土）８:３０～１９:００

権利擁護センター「めぐろ」
〒153-0051 目黒区上目黒 2-19-15 目黒区総合庁舎 1階
☎03(5768)3964　　 03（5768）3965
e-mail：kenri@meguroshakyo-i.net
　　  祝日を除く（月）～（金）８:３０～１７:００総務課 総務係、財務担当係、事業係

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
ファミリー・サポート・センター
〒153-0051 目黒区上目黒 2-19-15 目黒区総合庁舎別館３階
☎03（3719）8909（代表）　　 03（3719）8715
e-mail：soumu@meguroshakyo-i.net（代表）
　　  祝日を除く（月）～（金）８:３０～１７:００

金子　重正　様
渡辺　百江　様
八雲町会　様
明治安田生命保険相互会社品川支社　様
首都圏建設産業ユニオン城南支部目黒地区会　様
東京都建設組合目黒支部　様
東京土建一般労働組合目黒支部　様
老人クラブ　目黒福寿会　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

100,000 円
5,000 円
50,000 円
219,200 円
10,000 円
7,436 円

123,497 円
10,905 円
3,000 円
10,000 円
3,000 円
20,000 円
3,000 円
3,000 円

７５,４００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

2月号 広告募集
（令和３年２月１０日発行予定）

窓口

窓口

窓口

FAX

窓口

FAX

FAX

FAX

南部包括支援センター  
☎ 03（572４）8033

問い合わせ

高校・大学などの学費を支援します
生活福祉資金貸付制度
をご活用ください！
　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。

総務課事業係  ☎ ０３（３７１１）４９９５　　０３（３７１９）８７１５問い合わせ

在宅福祉サービスセンター　☎ 03（3714）2841　　 03（3711）4954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

教育支援資金

・内容によっては、複数人の協力会員がうかがいます。
・他にも家事援助、介護援助、困りごとお助けサービス等も行っています。
・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。

協力会員のお二人に素敵なコメントをいただきました。
お互い様の活動は地域を元気にしています。協力会員活動中

協力会員：長谷川さんと荒さん

どうぞお気軽にご相談ください！
地域で暮らす皆さんの
・「住民に身近な保健福祉の総合相談窓口」
 介護・福祉・保健・医療などに関する相談に応じ、
 介護保険や保健福祉サービスにつなげます。
・すべての区民を対象とした
 「地域ケアシステムの地域拠点」
 保健師・看護師、主任介護支援専門員・介護支援
 専門員、社会福祉士がそれぞれの専門性を生か
 し、区民生活の総合的支援に努めます。

目黒本町2～6丁目、碑文谷1～4丁目
原町1.2丁目、南1.2丁目、洗足1.2丁目（ ）担当地区：

目黒区南部包括支援センター

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5-22-11
（エレベーターあり）

日時

場所

マスク着用と
手指の消毒に
ご協力ください

出張相談会
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