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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.133めぐろ社協
キャラクター
てってちゃん

au PAY

※このQRコードを利用した募金は領収書を
発行できませんのでご了承ください。

●窓口で

※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もできます。

11月13日（土）10:00～16:00
Webサイト内に詳細記載。※一部定員制のイベントがあります。

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。
皆さまのあたたかい善意をお寄せくださいますようお願いいたします。

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/

詳しくはお問い合わせください。

　オンラインイベントとして、料理教室やベビーマッサージなどのイベント
を企画していますので、ぜひご参加ください！

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

問い合わせ 総務課総務係☎03(3719)8909　　03(3719)8715
※予告なく内容等が変更となる場合があります。

携帯電話からも
募金ができます！

ご協力をお願いします

　au以外のキャリア（携帯会社）
でも、auPAYアプリをインストー
ルすればご利用いただけます。
街角で募金箱に寄付するように、
手軽にご協力いただける募金
方法です。

実施　社会福祉法人  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

歳末たすけあい･地域福祉募金

募金期間 令和３年

日　時
参加方法

第18回「めぐろ地域福祉のつどい」をオンラインで開催します。

URL

「めぐろ地域福祉のつどい」のご案内
募金袋に入れる等で、町会・自治会の担当者のかたにお渡しください。

12月28日（火）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

●町会・自治会で

宮前サロン

不動プロボノ
ネットワーク

　不動プロボノネットワークは、「コミュニティの力をまちづくりに」をモットーに、地域
でのふれあいや安心な暮らしにつながる「コミュニティ意識の醸成」、「ソーシャルキャ
ピタルの向上」を目指して活動しています。活動としては、青少年向けの社会課題体験
ワークショップの開催や、まちづくり活動などを行っています。
　今回いただいた助成金は「小中学生親子向け体験型SDGsワークショップ」（写真
参照）の開催経費として活用させていただきます。どうもありがとうございました。

　宮前サロンは、月3回、少人数でアットホームな形で活動しています。ハーモニカの
演奏や手芸、絵手紙作成などを楽しく行っています。 活動中にできあがった作品等は、
地域のイベントに出展し、ハーモニカの発表、バザーを行って社会参加につなげてい
ます。 今回いただいた助成金は、日々の活動の場で作成する作品等の材料費として活
用させていただきます。これからも、地域とのつながりを大事にしながら、楽しく活動
していきたいと思います。ありがとうございました。

昨年開催した「SDGsワークショップ」の様子です。

募金の使いみち

募金の方法は？

HP https://www.fudou-probono.net/

に

Webサイト：https://www.tettechan-meguroshakyo.com
YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCCnaY14FJc4Gx0Mbwo2W7DA

WEBサイト→ →YouTube
チャンネル



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！

※申し込み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
〒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窓口

FAX

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・第 2（木）を除く（火）～（土）８:３０～１９:００窓口

FAX

FAX

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窓口

社会福祉法人

目黒区社会福祉協議会
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窓口

FAX

　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）。

◇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

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

マイマート甲州屋酒店　和智忠良　様
明治安田生命保険相互会社　品川支社　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様

7,060 円
208,500 円
1,000 円

100,000 円
1,000 円
1,000 円

284,293 円
3,000 円
10,000 円
1,000 円

ご寄付ありがとうございました

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

（令和３年７月１３日～令和３年９月２９日）

「教育支援資金」「教育支援資金」「教育支援資金」

日　時
会　場
講　師
申し込み

１２月１０日（金）１４:００～１６:００
目黒区総合庁舎　別館４階　研修室
感涙療法士　吉田英史氏
①オンライン…下記アドレスへ Eメール（先着２０人）
②会場…下記へ電話（先着８人）
※メールで申し込みの場合、受け取り確認のメールを当センター
　から返信します。

問い合わせ 在宅福祉サービスセンター
☎03（3714）2841　　03（3711）4954
　   zaitakufukushi@meguroshakyo-i.net

涙活講座

　意識的に泣くことでストレス解消を図る｢涙活｣を体験し､免疫力を上げ､
心身共に健康に過ごす方法を学びます。 会議アプリZoomを使用した
オンラインと来場型の併用で開催します。

るいかつ

る
い
か
つ
　

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

問い合わせ

対象者
内　容
謝礼金
年会費

区内在住で、高齢者又は障害者のみの世帯
窓拭き、ベランダ掃除、荷物の整理 
協力会員一人につき1,000 円／１時間（原則２時間以内）
５００円

・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、お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。

すっきりさせ隊
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！

～涙活でウイルスも撃退！ 
　ストレスフリーな毎日を～

秋風が立つとほっとすると同時に暮
れの大掃除

が気にかかります。 高齢者にとって
特に窓拭き

は難儀なものです。 そんな中､在宅福
祉サービス

の存在を知り､窓拭きのお手伝いを
お願いし、

心が楽になりました。

利用会員Ｔさん

協力会員となってまだ２か月ですが
自分の空い

た時間を有効活用することができ
､感謝です。 

地域にお知り合いができることも嬉
しいです。

協力会員Oさん協力会員活動中

　区内公園で花壇の手入れなどをしているボランティアグルー
プ「さーくる･ガーデン・クラブ」と｢南泉公園グリーンクラブ｣の
代表のかたを講師にお呼びして、ワークショップを開催します！
　詳細は、目黒区社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

みて！ きいて！さわって！

日　時

会　場

定　員

締　切

１１月２１日（日）１４:００～１５:４５
目黒区総合庁舎 別館４F 研修室／／オンライン（Zoom）
会場 :１０組（１組２名まで）／オンライン :５０名
１１月１６日（火）

申し込み
メールフォーム

問い合わせ・申し込み めぐろボランティア・区民活動センター

植物で小物づくり＆ガーデニング豆知識講座環境応援ワークショップ

いのちの循環を考えよう！

親子で参加
★大歓迎★

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。

皆さまからのあたたかいご寄付をお待ちしております

◉75,400部発行 （うち73,400部新聞折込）

30,000円

掲載面 規格 掲載料金
1面（カラー） たて65mm

×
よこ80mm

40,000円
2･3面（カラー） 20,000円
4面（カラー）

令和４年２月９日発行予定
２月号
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