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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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体験期間

申込締切

対象者

説明会

内　容

権利擁護センター「めぐろ」  
☎ 03(5768)3964

日　時

会　場

対象者
申込方法

7月 2日 (火)10：30～12：00
 12日 (金)18:30～20：00
 17日 (水)14：00～15:30
※いずれか1日
目黒区総合庁舎別館４階 研修室
電話で下記へ申込み
左記、応募資格のとおり

応募資格

受講料
応募期間
講習日程

選考方法
申込方法

○66歳以下の区民（令和2年3月31日現在）
○講習の全日程に参加でき、目黒区において市民後見人およびそれに
　関わる活動を行う意思があるかた
無料
6月1２日（水）～7月31日（水）
9月～11月の間で全8日間14科目
実習・施設見学4日間（予定）
作文、面接
所定の申込書を右記申込先へご請求ください。

　「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分では
ない方々が、各種契約や手続きを行うときに、不利な契約等を結ばないよう法的に支援
し、自己決定を尊重しつつ、権利や財産を守ることを目的としています。
　これまでは主に親族や弁護士等の専門職が後見人を担ってきましたが、身近な住民の
立場から、きめ細やかな後見活動を行う「市民後見人」が現在注目されています。

が、始まります！

７月２０日（土）～８月２４日（土）
小学生～大学生（区内在住または在学）
①小・中学生コース
　福祉体験学習１日（車いす・手話・点字）＋ボランティア体験１～３日
②高・大・専門学校生コース
　ボランティア体験２～６日（児童・高齢・障害・環境・国際・ミックスコース）
７月６日（土） ①小・中学生コース １5：００～１6：００
 ②高・大・専門学校生コース １6：３０～１7：３０
７月１０日（水） ①小・中学生コース １7：００～１8：００
 ②高・大・専門学校生コース １8：３０～１9：３０
 のいずれかに必ず参加
①小･中学生コース　　　　 ６月２２日（土）
②高・大・専門学校生コース　６月１５日（土）　＊詳細はお問合せください

●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 9月号（令和元年9月4日発行予定）

めぐろボランティア・区民活動センター　
☎ ０３（３７１４）２５３４　※日曜、月曜、祝日、第２木曜日は休館日です

申込み・問い合わせ

申込み・問い合わせ

市民後見人に関心があるけど、どうしたらなれるの？
養成講習を受けてみたいけど、実際どんな講習なの？
そんなかたのために市民後見人養成講習の説明会を
開催します。ぜひご参加ください！

参加
無料

熱意のある区民の方を対象に、「市民後見人養成講習」を開催します。
あなたの支援を待っている人がいます！  ふるってご応募ください。

説明会を開催します

が、始まります！
私たち、
市民後見人
です！

市民後見人養成講習市民後見人養成講習
【 成 年 後 見 制 度とは？】

地域に活かす★あなたのチカラ

小・中学生、高校・大学・専門学校生の皆さん！ ボランティア活動を通じて自分の世界を広げてみませんか？

「夏！体験ボランティア２０１9」

 左から福田さん、坂本さん

　今年も10月26日（土）に中目黒GTで「めぐろ地域福祉のつどい」
を開催します。このイベントを資金面で支えてくださる企業・団体を
募集しますので、ご協力よろしくお願いします！
　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。

協賛金

締　切

協賛物品
１口3，０００円～　応相談
おもちゃ、菓子、飲料等

8月30日（金） 総務課総務係　☎ 03(3719)8909申込み・問い合わせ

「第16回めぐろ地域福祉のつどい」協賛企業
・団体 大募集!!

※内容等によってはお受けで
　きない場合があります。



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２年度助成事業）
① ７月１日（月）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。
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。
令和元年 8月 30日（金）

対  象

定  員
会  場

申込み・問い合わせ

申請書提出先

申込み・問い合わせ

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

総額 458,944 千円となりました。
＊予算総額は、内部取引（計 56,032千円）を除いた
　額としています。

【分野別　予算規模】
（単位：千円）

目黒区および隣接区在住で子育て支援
に興味のあるかた
20 名（定員になり次第締め切ります） 保育なし
目黒区総合庁舎別館 4階　研修室

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

～ ご寄付ありがとうございました ～

子育て支援に参加してみませんか

めぐろ成年後見ネットワーク主催
の講演会を開催します！！

赤い羽根共同募金会からの
助成申請を受け付けます

基礎研修会（必修）開催日程

第
2
回

令和元年８月１日（木） 9：00～ 16：30
「子どもの救命・応急手当」実習あり
令和元年８月２日（金） 9：00～ 16：30
「子どもを理解するために」ほか

第
3
回

令和元年１１月１２日（火） 9：00～ 16：30
「子どもの救命・応急手当」実習あり
令和元年１１月１３日（水） 9：00～ 16：30
「子どもを理解するために」ほか

第
4
回

令和２年１月２１日（火） 9：00～ 16：30
「子どもの救命・応急手当」実習あり
令和２年１月２２日（水） 9：００～16：30
「子どもを理解するために」ほか

＊研修会参加後に会員登録となります。

昨年配分を決定した団体の１つ 「しいの実社」を紹介します

※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。

権利擁護センター「めぐろ」
☎ 03(5768)3964　　　03(5768)3965

　在宅福祉サービスセンターでは、地域の皆さんの参加
と協力により日常生活に手助けが必要な区民のかたに
対し、家事や介護のお手伝いをしています。
　日常生活や支え合いの活動に役立つ研修会に参加し
てみませんか。
　　　  無料
　　　  目黒区総合庁舎別館４階　研修室

※上記の研修を受講したかたは、当センターで協力会員として登録し「介護援
　助活動」や「訪問型支えあい事業」の活動をしていただくことができます。 電話または FAXで権利擁護センター「めぐろ」へ

※FAXで申込みの場合は　❶名前　❷連絡先　❸講演会名 
　❹社協だよりを見て、とご記入ください。

１０：００～１２：００ １３：３０～１５：００

接遇
目黒区の制度と
支え合い事業及
び個人情報・守
秘義務

１０：００～１２：００

高齢者・認知症の特性
（認知症サポーター養成講座）

１０：００～１２：００ １３：３０～１６：３０

傾聴 介護

目黒区「訪問型支え合
い事業（介護保険）」生
活支援のサービス提供
を担っていただくこと
ができる研修メニュー
です。

当センターの介護援助
活動にご協力いただけ
るメニューです。

立正佼成会　目黒教会　様
勢野重之　様
八雲住区センター　ワイワイまつり実行委員会　様
パチンコエンジェル　代表取締役　金村成芳　様
宗教法人　祐天寺　様
河合世津子　様
自由が丘住区住民会議　地域活動委員会　様
山口建設株式会社　様
目黒建築協同組合　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
目黒区社会福祉協議会募金箱

50,000
22,711
20,000
91,120
177,883
5,000

車椅子　１台
5,000
5,000
5,000
20,000
50,000
3,000
500
3,000
10,000
5,627

単位：円ご寄付順

（平成30年12月20日～令和元年5月7日）

お住いの地域で、何かできないか…
と思っている皆さん

法人運営事業　22.4%
115,568
在宅福祉サービスセンター事業　4.1%
21,097
ハンディキャブ運行事業　1.5%
7,714
ボランティア・区民活動推進事業　10.3%
52,939
助成事業　2.1%
11,029
生活福祉資金貸付事業　2.8%
14,336
権利擁護センター事業　14.3%
73,686

ファミリー・サポート・センター事業　3.1%
15,900

生活支援体制整備事業　5.0%
25,948

ひとり親貸付事業　0.0%
10

歳末たすけあい事業　1.5%
7,910

障害福祉サービス事業　7.1%
36,419

居宅介護支援事業　3.7%
19,213

地域包括支援センター事業　21.4%
110,309

自動販売機管理事業　0.6%
2,898

目黒区社会福祉協議会総務課
〒153-0051 目黒区上目黒 2-19-15 目黒区総合庁舎別館 3階
☎ 3711-4995　　　3719-8715

申 請 額1
対象団体2
対象事業3

申 請 書4

提出期限5

http//www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/shinseiyouryou.php
東京都共同募金会ホームページ

７月
５日
（金）

７月
１９日
（金）

７月
１６日
（火）

在 宅 福 祉
サービスセンター 基礎研修

（１）生活支援体制整備事業の推進
（２）障害福祉サービス事業の充実
（３）成年後見制度の拡充

主な事業計画１

予算２

平成３１年度
事業計画・予算

平成から令和へ 人生 100 年時代
～理解して活用しよう！ 成年後見制度～

ファミリー・サポート・センター
☎03（3714）9047 （受付時間：月～金  8：30～ 17：00）

申込み・問い合わせ

図表中の数字は四捨五入しているため、
合計と一致しないことがあります。

めぐろ社協への寄付
は、税制上の優遇措
置が受けられます。

引き続き皆さまからの
あたたかいご寄付をお
待ちしております。

　しいの実社は、知的障害者のかたが通所している施設で、天然酵母パンを始め
とした自主製品の製造・販売、企業などからの受託作業を行っています。
　ご利用者様の高齢化が進む中、年に
一度の健康診断は重要な健康管理の手
段となっています。健康診断受診後は嘱
託医からアドバイスを受けるなど、ご利
用者様の健康管理に助成金を活用させ
ていただいています。

　民法の改正により成年後見制度が始まってから
２０年が経過しました。
　当初は『後見』という言葉を知っているかたは
少数でしたが、今では誰しも一度は耳にしたことが
あるのではないでしょうか。
　今後、成年後見制度を上手に活用するために、こ
の講座では制度発足から現在までを振り返りなが
ら、身近な事例をもとに制度の活用方法について
お話します。是非ご参加ください。
日  時
会  場
講  師

対  象
定  員

令和元年7月8日(月)　14：00～16：00
目黒区総合庁舎別館4階　研修室
社会福祉士　福元　公子　氏
司法書士　　森越　憲一　氏
区内在住・在勤の方
先着40名　　　　　無料参加費

参加費
会  場
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