
てって 令和４年６月８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.135めぐろ社協
キャラクター
てってちゃん

30,000円

掲載面 規格 掲載料金（税込）
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）

体験期間
対　象
内　容

●会員になるには
(月)～(金)の8:30～17:00に、
目黒区総合庁舎別館３階目黒区社会福祉協議会で、
随時受け付けています。

9月号（令和4年9月7日発行予定）
●69,900部発行（うち67,900部新聞折込）

夏休みにボランティア活動をして自分の世界を広げてみませんか？
新しい出会い、発見が待っているかもしれません・・・！

７月２３日（土）～８月２０日（土）
小学生～大学生（区内在住または在学のかた）
①小・中学生コース
　福祉体験学習１日＋ボランティア体験１～３日間
②高・大・専門学生コース
　ボランティア体験２～６日間

福祉体験学習の種類
●高齢者疑似・車いす体験
●手話体験
●点字体験
からお選びいただけます。

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

問い合わせ

FAX

めぐろボランティア・区民活動センター 
☎０３（3714）2534

問い合わせ・申し込み

　区内にお住まいの高齢のかたや障害の
あるかたなどが地域の中で安心して豊か
に生活できるよう地域のかたの協力により
家事や介護などのお手伝いをしています。
皆さまの都合のよい時間に、できる内容で
ご協力ください。

※詳細はセンターまでお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止する場合もあります。ご了承ください。

日　時

会　場
締　切

中目黒住区センター会議室(中目黒2-10-13  中目黒スクエア2階)
６月２３日（木）

夏体験ボランティアに申し込みされたかたは、説明会へ
必ず出席してください。説明会

７月２日（土）

７月６日（水）

①小・中学生コース １４：３０～１５：３０
②高・大・専門学生コース １６：００～１７：００

①小・中学生コース １６：３０～１７：３０
②高・大・専門学生コース １８：００～１９：００

広告募集

体験ボランティア２０２２

在宅福祉サービスセンター
活動の様子

浅川さん　 　　　　梶谷さん

協力会員活動中

　平成11年から23年間活動を続けてい
ます。ほんの少しのお手伝いで、皆さんと
ても感謝してくださるのでうれしいです。
梶谷さんとは植物好きという共通点もあ
り、気が合うんです。年齢は違うけれど、
友人のような関係です。これからも、活動
を続けるためには自分自身が元気でいた
いと思います。

協力会員  浅川さん

　以前は、ボランティアをする側でした
が、自分が利用するようになり、地域に支
えてくれるかたがいるという安心感と、
つながりの大切さを感じています。浅川
さんは聞き上手で、掃除の後のお話を
する時間が毎回とても楽しみです。

利用会員  梶谷さん

種類 内容 利用料金／謝礼金

①家事援助 掃除・洗濯・買い物・食事作り・入院時の洗濯  など

通院介助・外出介助・食事介助・排せつ介助  など

窓拭き・ベランダ掃除・荷物の整理

概ね３０分以内に終了する簡易な作業
（電球の取り換え・薬の受取りなど）

８００円（１時間）

１,０００円（１時間）

１,０００円（１時間）
原則２時間以内

５００円
（１回／３０分）

※②の介護援助を行うには、介護初任者研修などの資格をお持ちか、当センターで実施する研修の受講が必要です。

●対象　
　 地域福祉に理解があり、熱意をもって活動
 　にご協力いただける１８歳以上のかた

●活動内容・謝礼金

④困りごと
　お助けサービス

③すっきりさせ隊

②介護援助

体験後の学生の感想

参加者
大募集！

学生の皆さん！

いろいろな障害のある
かたとの関わりの中で、
たくさんのことを知り
刺激を受けました。『ありがとう』と言ってもら

えてうれしかったです。

子どもたちやいろいろな人
と交流することの大切さを
改めて実感しました。

協力会員募集



第19回
「めぐろ地域福祉のつどい」

協賛企業・団体　　　　

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。

ご寄付ありがとう
ございました

皆さまからのあたたかいご寄付をお待ちしております 総務課総務係　☎03(3719)8909
申し込み・問い合わせ

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

1 重点的な取組み
（1）コミュニティソーシャルワークと地域の支え合
  　い体制整備事業との連携による解決力の向上
（２）成年後見制度の拡充

2 予算
総額５８３，１６９千円となりました。
＊予算総額は、内部取引（計７５，５４０千円）を除いた額としています。

（令和3年12月15日～令和4年4月26日）

＊１口　3,000円～　応相談
＊物品寄付も大歓迎（おもちゃ、菓子、飲料等）
  ※内容・数量によってはお受けできない場合があります。
＊締切:8月31日(水)

※原則として企業・団体のかたからの協賛とさせていただきます。
※イベントの内容は変更になる可能性があります。

　区内福祉団体・施設・ＮＰＯ等が一堂に会して地
域福祉の魅力をＰＲする「めぐろ地域福祉のつど
い」。今年は10月29日(土)に中目黒ＧＴで開催する
予定です。イベントを資金面で支えてくださる
企業・団体を募集します！

　めぐろボランティア・区民活動センターでは、使用
済み切手を集めています。
　区民の皆さまからご寄付いただいた使用済み切手
は、地域のボランティア活動グループや老人クラブなど
に協力をいただいてきれいに整理されます。その後、
業者を通じて換金し、区民のかたへ貸し出す車いすを
購入しています。

FAX
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

目黒区社会福祉協議会総務課申請書提出先

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 ささえあい係、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

◆ 令和４年度 ◆

戸口　満佳　様
碓氷　陽子　様
首都圏建設産業ユニオン城南支部目黒地区　様
民謡団体裕寿会　会長五十嵐敬四郎　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
匿名　様
匿名　様
匿名　様

200,000円
1,229円
10,000円
4,939円
10,000円
1,000円
1,000円
32,000円
1,000円
20,000円
5,000円
1,000円
5,000円
10,000円
1,000円

まずは一度下記へご連絡ください。
ＨＰにも情報を掲載しています。

納入方法

募集！

車いすの貸出を行っています！
短期貸出（１週間以内）…無料 ※各住区センターにも置いてあります
長期貸出（1カ月～３カ月）…１カ月５００円

1
2
3

4

5

申 請 額
対象団体
対象事業

申 請 書

提出期限

1施設・団体 10万円～30万円（助成率 75%以内）
地域（目黒区内）の福祉施設・団体　　　　　　　
備品整備、小破修理、研修・講習会、その他地域福祉の増進
に寄与する４つの事業のうち１事業（令和4年度助成事業）
①７月１日（金）以降に下記東京都共同募金会ホーム
　ページからダウンロードしてください。　　　　
　https://www.tokyo-akaihane.or.jp/
②または、目黒区社会福祉協議会総務課にご請求く
　ださい。
８月３１日（水）

事業計画･予算
【分野別　予算規模】

赤い羽根共同募金会からの
地域配分（B配分）の申請を受け付けます

　ｅメールや携帯電話、メール便の普及により、切手を貼って手紙な
どを送ることが減り、使用済み切手がなかなか集まりません。ご家族
やご友人、職場などでお声かけをよろしくお願いします！

分野 分野予算額（比率） 予算額（比率）

歳末たすけあい事業

（障害）居宅介護事業

（障害）重度訪問介護事業

（障害）同行援護事業

（障害）地域生活支援事業

（障害）緊急時等見守り事業

居宅介護支援事業

地域包括支援センター事業

自動販売機管理事業

8,150 

13,200 

3,774 

15,060 

10,800 

4,241 

16,858 

114,816 

3,249 

（1.2%）

（2.0%）

（0.6%）

（2.3%）

（1.6%）

（0.6%）

（2.6%）

（17.4%）

（0.5%）

658,709千円（100.0%）

［ 単位：千円 ］

合計

① 区民一人ひとりに寄り添った支援を行います
② 人と人、人と地域をつなぎます
③ 地域の期待に応える体制づくりを目指します
 　社協職員は、３つの組織目標を掲げ、
　 地域福祉を推進します。

使用済み切手
を

集めています
切手整理作業をしているボランティアのみなさん

※地域配分については目黒区配分推薦委員会が東京都共同募金会に推薦を
行っています。
※この度の新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、従来どおりの共同
募金活動に影響が生じる場合がありますので、予めご了承ください。

FAX
〒153-0051 目黒区上目黒2-19-15目黒区総合庁舎別館3階
☎03(3711)4995　　03(3719)8715

令和４年度　めぐろ社協の組織目標

法人運営事業

在宅福祉サービスセンター事業

ハンディキャブ運行事業

ボランティア・区民活動推進事業

助成事業

生活福祉資金貸付事業

権利擁護センター事業

ファミリー・サポート・センター事業

生活支援・CSW体制整備事業

ひとり親貸付事業

200,643 

21,861 

10,542 

56,029 

9,668 

22,118 

68,628 

17,568 

61,484 

20 

（30.5%）

（3.3%）

（1.6%）

（8.5%）

（1.5%）

（3.4%）

（10.4%）

（2.7%）

（9.3%）

（0.0%）
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