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講談で語る

成年後見制度と認知症
～住み慣れた地域で安心して暮らすために～
社会福祉協議会「福祉のつどい」では、講談師の神田織音さんをお招きし、講演会
を開催します。今回は、成年後見制度とはどのようなものか、また、実際に起きた
事例をもとに、どんなときに成年後見制度が必要なのかをご講演いただきます。
地域で安心して暮らしていく中でのご参考に、皆さんの申し込みをお待ちして
おります。

無料

11/21

14：30～

深川江戸資料館小劇場
（江東区白河1-3-28）

区内在住・在勤の方50人
定員になり次第締め切り

社会福祉協議会 総務課に
電話または窓口で受付

TEL

3647-1895

神田織音（かんだおりね）さん
■講談師
■1999年神田香織に入門
講談協会所属（芸名神田おりね）
■2011年真打に昇進
■仕事経歴：講談一席（地域寄席・
敬老会・イベントなど）
NHKラジオ「日曜バラエティー」レ
ギュラー出演(2010～2013年）
成年後見制度のPR講談
認知症の意識啓発講談 等

江東区民まつりに
参加しました！
10月19日(土）・20日（日）に開催された江東区
民まつりに、『ボランティア・センター』『災害ボラン
ティア・センター』のPR、『リサイクルブックコー
ナー』として出展しました。

ご協力いただいたボランティアの
皆さん、ご来場の皆さん、本当に
ありがとうございました！
—1—

ボランティア募集
本紙掲載のボランティア活動をご希望される方
ボランティア登録がお済みの方

ボランティア登録されていない方

ボランティア・センターへお電話を
ください。（登録番号・氏名・希望する活動・

ボランティア登録をお勧めしています。

身分証明書（免許証・保険証などの住所を確認できる
もの）を窓口にお持ち下さい。

活動日をお伝えください）

特別養護老人ホーム
施 設 名

１

活動内容

日

特別養護
クリスマス会の会場での余興ダンスの
老人ホーム寿園 盛り上げ役（手拍子など）ご利用者へ

（北砂2-1-16） の声かけ・見守り

２

３

三井陽光苑
（新砂3-3-37)

江東ホーム
（東陽2-1-2）

時

12月22日（日）
12:30～14:30

①お話し相手
②行事・レクリエーションの手伝い
③車いすを押す作業
④食事の手伝い
⑤洗濯物たたみ
⑥シーツ交換
⑦麻雀の相手

活動日・日時・頻度
応相談

➀シーツ交換
②ホーム喫茶のお手伝い
➂ミニホーム喫茶のお手伝い
④利用者様と将棋を指していただく

➀水曜日
9:30～11:30
②偶数月の第二水曜日
14:00～16:00
➂金曜日 14:00～16:00
④水曜日 14:30～16:00

人数 等 交通費 食 事
2～3名
健康な
方

×
○ お菓子
500 ジュース
など
円

×

○

△
○
昼をまた
実費
いだ活動
相当分
時

①⑤⑥9:00～17:00の

４

間で応相談
①将棋の相手
②毎週水曜日
②シーツ交換
9：30～11：00
③食事の配膳、下膳、コップ洗い
③朝食8：00～、昼食
④発表の場を求めている方（歌、演奏、
12:00～、夕食18:00
踊りなど）
北砂ホーム
～（週１回でも可）
（北砂6-20-30） ⑤お話し相手
④実施日を相談させて
⑥折り紙、歌、紙芝居など何か得意な
いただきます。
もので一緒に楽しめる方
⑦第1・3水曜日
⑦書道クラブ（見守り・補助）
13：00～14：30
⑧第2・4水曜日
⑧生花クラブ（見守り・補助）

○
実費
相当分
④は無

△
昼を
またいだ
活動時

9:00～11:30

５

あそか園
（住吉1-17-11）

①車いす清掃
（洗剤・タオル等物品あり）
②朝食・夕食の下膳。
コップ、エプロン等の洗い物

①火・木曜日
14:00～16:00
②土・日・祝日
8:15～ 8:45
18:15～19:00

人数問
わず
健康な
方

×

×

１名
ボランティ
アに興味
のある方

×

×

その他の高齢者施設
6

大島高齢者在宅 ①お茶出し
サービスセンター ②お話相手
（大島6-14-4103）

③洗濯干し
④湯のみ洗い

頻度 週１回
木・金曜日
9:30～11:30

等

交通費・食費について
〇…用意する ×…用意しない △…条件付きで用意する
—２—

その他の高齢者施設
施 設 名

活動内容

日

時

人数 等 交通費 食 事

7

東京城東病院附属
介護老人保健施設
（亀戸9-13-1）

➀見守り②話し相手
③シーツ交換 ④洗濯物の配付、片付け

8

そんぽの家錦糸町 ➀将棋の相手
②傾聴←特にお願いします。
（毛利2-7-15） ※定期的に来訪してくださる団体様

９

①すこやかホーム東陽町（南砂1-3-20）
すこやかホーム北砂（北砂7-1-25）
すこやかホーム小名木川（北砂5-20-1）
すこやかホーム大島（大島8-2-10）
すこやか自立学園 木場校（木場1-4-5）
すこやか
①9:30~15:00 3時間程度 各事業所
すこやか家族えんむすび
相談
2名
週1回～
（北砂5-17-36） （北砂5-17-36）
②14：00～16：30
②すこやかえがおの湯（北砂7-1-25 3F）
高齢者のデイサービスで、ドライヤーかけ、
お話相手、レクリエーションのお手伝い、
お茶出し。

健康な
方
2～3名

×

×

月1回～数回
１名～
定期的に来ていただけると
複数
助かります

○

○

応相談

〇

子育て・保育

10

施 設 名

活動内容

日

深川北子ども
家庭支援センター

離乳食教室（０歳児中心）の子どもの保育

11月22日（金）
10:00～12:00

（高橋14-6）

11

まこと保育園子育て
ひろば「ころころ」
（冬木16-7）

12

まこと保育園
（冬木16-7）

一緒に遊ぼう会
13

(東陽4-11-3
研修棟３階）

時

人数 等 交通費 食 事

４名

ころころ講座「妊活からマタニティーへ
～心と体を解き放とう！～赤ちゃんを迎え
る準備のためのボディワーク」開催中の参 11月23日（土・祝）
加者のお子さんの見守り
9:00～12:30
（０才～２才前後）
まこと地域総合センター１Ｆ多目的ホール

２～３
名

「妊娠中、産後の方のためのストレスケア
のマッサージ」施術中の上のお子さん及び 11月12日（火）
新生児の保育。（一人４５分程度３名）
9:30～12:00
まこと地域総合センター１Ｆ

1～２
名

「ボンジュール ベベ」妊娠前、妊娠中、
11月18日（月）
産後３ヶ月頃までのひろば
※毎月第三月曜日
・テーブル、遊具の設置及び片付け
8:30～11:00
・0～３才までの乳児の見守り
まこと地域総合センター１Ｆ多目的ホール
子育てひろば「ころころ」地域の親子が集
うひろばの見守り及び、開設準備。ひろば
に来所した乳幼児とその保護者の方と接し
毎週火・水・木曜日
ながら傍らに居て、安全に、安心して楽し
9:00～12:30
く過ごせるようお手伝い頂きます。
※都合の良い曜日・時間
※地域子育て支援に興味ある方。子ども好
きな方希望
まこと地域総合センター１Ｆ
当日の別室保育。講座に保護者が参加する
間子どもに危険のないよう遊んでください。
11月20日（水）
※資格年齢問いません。子ども好きな方。
保育 9:45～12:10
江東区文化センター研修棟３Ｆレクホール
プレイルーム

—３—

2～3名

○
500円

×

○

△
希望者の
み給食を
提供

○

△
希望者の
み給食を
提供

○

3～4名

○

5名

○
500円

△
希望者の
み給食を
提供

△
希望者の
み給食を
提供

×

子育て・保育
施 設 名

14

アフラックペアレンツ
ハウス亀戸
（亀戸6-24-4）

活動内容

日

時

➀利用者がチェックアウトした後のお掃除
②おもちゃ・本の除菌と整理
月～日の２～３時間
③季節のディスプレイ
10:30～17:30の間
④植え込みの剪定など
（対人の活動ではありません）

人数 等 交通費 食 事
風邪など
感染症に
かかって
いない
こと

〇
上限
2千円

×

障害児・者関係
施 設 名

15

ワークセンター
つばさ
（佐賀2-7-4）

かめさん
16

17

18

（扇橋3-7-2）

亀戸福祉園
（亀戸9-6-29)

活動内容

日

時

人数 等 交通費
食品を
扱うの
で身な
りが清
潔な方

日中活動（軽作業等）、余暇活動
月～金曜日
（クラブ活動やレクリエーション、
9:00～15:00
外出等） 手焼きせんべいの生産
（応相談）
（自主生産活動）

高齢の聴覚障害者への昼食サービス 12月14日（土）・21日
と交流の場でのお茶出し、話し相手 （土）9：30～15：00
２名
など。手話のできる方・できない方 （時間は応相談）
も歓迎。ヘルパー資格のある方も歓 場所：障害者福祉セン
ター（扇橋3-7-2）
迎です。

月～金曜日

①日中活動(軽作業・リサイクル・
9:30～15:30
歩行等）のお手伝い
午前・午後どちらか
②外出行事の付き添い
でも可

ふく福まつり運営の手伝い
江東区障害者福祉
➀まつり運営ボランティア
センター
②着ぐるみ（アンパンマン・
（扇橋3-7-2）
うさぎ）

11月9日（土）
9:00～16:00

ボラン
ティア
に興味
のある
方

×

食 事

○

×
×

×

昼食は
ご持参
下さい。
お茶・
お菓子
は用意

○
給食
あり

○

➀20名 ○
② 2名 500円 昼食は
軽食

その他の施設
施 設 名

活動内容

日

江東区社会福祉協議会

年賀状の宛名書き
区内の小学生が作成し、特別養護老人
ホームなどに入居する高齢者に送付す
る年賀状の宛名（老人ホーム名と住
所）を記入して頂きます。
※使い慣れた筆記用具があれば
お持ちください

12月16日（月）
13:00～17:00

16名

○

×

日立ソレイユクリスマスコンサートのフ
ロアスタッフをお願いします。
(株)日立社会情報 開催場所：江東区文化センター
（東陽4-11-3）
サービス
➀チラシ配布物のセッティング
20 （江東区社会貢献ネット
②ポスター掲示
ワーク
➂人数カウント
「こらぼら」会員）
④アンケート回収
⑤受付
⑥椅子・テーブルのセット

12月13日（金）
13:00～20:30

3名

×

○
軽食を
用意

19

福祉サービス課
福祉サービス係
（東陽6-2-17
高齢者総合福祉セン
ター内）

時

人数 等 交通費

食 事

※18歳未満の方は保護者の同意が必要です
—４—

月の行事予定
手話講習会
・入門 ・ 基礎コース
・手話通訳Ⅰコース
・手話通訳Ⅱコース

5日・12日・19日・26日
火曜日

・養成コース

昼コース…14：00～16：00
夜コース…18：30～20：30
10：00～12：00

朗読ボランティア入門講習会
6日・13日・20日・27日

水曜日

3F 研修室

10：00～12：00

3F 研修室

10：00～12：30

傾聴ボランティア養成講習会
5日・12日・19日

火曜日

「おとしよりへの年賀状」
ボランティア
募集！

毎年、区内の小学生のみなさんが、区内の
特別養護老人ホーム等に入所されている方へ、
心を込めて年賀状を書いてくださっています。
そのステキな年賀状に宛名書きをして下さる方を
募集します。

12月16日（月）

交通費支給

13：00～17：００
高齢者総合福祉センター 第4研修室
※筆ペン、サインペン等は用意しています
※使い慣れた筆記用具があればお持ちください。

問合せ・申込み
江東区社会福祉協議会 福祉サービス課 福祉サービス係
高齢者総合福祉センター ２F

☎3647-1898

江東ボランティア・センター

☎3645-4087
●都営バス
［錦13甲］ 錦糸町駅～晴海埠頭
［錦13乙］ 深川車庫～錦糸町駅
「東陽6丁目」下車 徒歩1分
［東22］ 錦糸町駅～東京駅北口
［門21］ 東大島駅～門前仲町
「豊住橋」下車 徒歩5分

― 10月 ―
ボランティア登録数
（令和元年9月20日現在）

個人 4634名
団体
94団体
ハンディキャブ
7名
運転ボランティア 18回
ボランティア依頼 24件 48名

●東京メトロ東西線
［木場駅］1番出口から徒歩12分
［東陽町駅］１番出口から徒歩15分

江東区東陽6-2-17
高齢者総合福祉センター内
—5—

区内の施設、公共機関、郵便局、店舗等にご協力いただき、区内108カ所、区外5カ所で
入手できます。その他インターネットからもご覧いただけます。

白 河 地区（12）

富 岡 地区（10）

北 砂・東 砂 地区（17）
スポーツ会館（北砂1-2-9）

白河出張所（白河1-3-28）

富岡出張所（富岡1-16-12）

深川江戸資料館（白河1-3-28）

深川スポーツセンター（越中島1-2-18）

北砂三郵便局（北砂3-20-9）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ越中島通り店（越中島3-6-30）

北砂五郵便局（北砂5-19-25-101）

白河郵便局（白河4-1-5）
芭蕉記念館（常磐1-6-3）
森下町郵便局（森下1-12-6）

北砂一郵便局（北砂1-11-1）

都立第三商業高等学校(越中島3-3-1）
古石場文化センター（古石場2-13-2）

森下文化センター（森下3-12-17）
深川ふれあいｾﾝﾀｰ森下分館（森下5-11-1）

ｹｲ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（白河1-5-15）
深川図書館（清澄3-3-39）

古石場図書館（古石場2-13-2）

丸山工務店（東砂3-15-7）

江東牡丹郵便局（牡丹3-8-3）

介護老人福祉施設 あじさい（東砂4-20-15）

深川一郵便局（深川1-8-16）

亀 戸 地区（9）
亀戸一郵便局（亀戸1-17-6）

小松橋出張所（扇橋2-1-5）

亀戸出張所（亀戸2-19-1）

障害者福祉センター（扇橋3-7-2）

亀戸文化センター（亀戸2-19-1）

千田郵便局（千田21-6）
住吉郵便局（住吉2-3-9）

朝日信用金庫 猿江支店（猿江1-18-2）

東 陽・木 場 地区（14）
健康センター（東陽2-1-1）
特別養護老人ﾎｰﾑ江東ホーム（東陽2-1-2）

ヨークマート（東砂1-3-28）

ミニストップ北砂6丁目店（北砂6-27-21）
東砂郵便局（東砂3-1-12）
東砂二郵便局（東砂2-13-10-101）
東砂八郵便局（東砂8-19-13）

南 砂・新 砂 地区(9)
南砂長寿サポートセンター（南砂2-3-5）
南砂住宅自治会（南砂2-3）

亀戸郵便局（亀戸3-62-12）
亀戸五郵便局（亀戸5-42-13）
亀戸図書館（亀戸7-39-9）

ティアラ江東（住吉2-28-36）
都立大江戸高校（千石3-2-11）

砂町文化センター（北砂5-1-7）

東砂スポーツセンター（東砂4-24-1）

深川北スポーツセンター（平野3-2-20）

男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ（扇橋3-22-2）

城東ふれあいセンター（北砂4-20-12）

砂町図書館（北砂5-1-7）

深川愛の園（冬木16-7）

小 松 橋 地区（8）

砂町出張所（北砂4-7-3）

永代郵便局（永代1-14-9）

ワークセンターつばさ（佐賀2-7-4）

深川ふれあいセンター（平野1-2-3）

北砂七郵便局（北砂7-5-15）

亀戸スポーツセンター（亀戸8-22-1）
亀戸ふれあいセンター（亀戸9-33-2）

南砂団地内郵便局（南砂2-3-14）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ南砂駅前店（南砂3-14-1）
南砂郵便局（南砂4-1-12）
南砂北郵便局（南砂5-24-11-101）
江東図書館（南砂6-7-52）
南砂出張所（南砂6-8-3）
南砂六郵便局（南砂6-10-10）

城東病院 老人保健施設（亀戸9-13-1）

大 島 地区（12）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ大島1丁目店（大島1-34-15）

豊 洲・新木場 地区（12）
豊洲特別出張所（豊洲2-2-18）
豊洲文化センター（豊洲2-2-18）
豊洲図書館（豊洲2-2-18）

東陽図書館（東陽2-3-6）

城東郵便局（大島3-15-2）

洲崎橋郵便局（東陽3-20-9）

大島出張所（大島4-5-1）

深川郵便局（東陽4-4-2）

総合区民センター（大島4-5-1）

潮見郵便局（潮見1-2-1）

城東図書館（大島4-5-1）

有明スポーツセンター（有明2-3-5）

文化センター内郵便局（東陽4-11-1）
江東区文化センター（東陽4-11-3）
区役所広報広聴課（東陽4-11-28）

イオン東雲店（東雲1-9-10）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ潮見駅前店（潮見2-6-1）

ミニストップＷＡＮＺＡ有明店（有明3-1）

ダイエー大島店（大島4-6-1）
大島郵便局（大島7-22-16）

江東ボランティア･センター(東陽6-2-17）
江東区地域包括支援センター ステップ(東陽3-16-12）

東雲図書館（東雲2-7-5-201）

ダイエー東大島店（大島7-38-30）

ＮＥＣｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）（新木場1-18-7）

かえつ高等学校（東雲2-16-1）
グランチャ東雲（東雲1-9-46）

区 外（5）

東大島文化センター（大島8-33-9）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ江東橋店（墨田区江東橋2-2-10）

木場郵便局（木場5-5-12）

中川船番所資料館（大島9-1-15）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ舎人ライナー日暮里駅店（荒川区西日暮里2-19-2）

明治安田生命保険相互会社（東陽2-2-11）

東大島駅前郵便局（大島9-4-1-101）

東京YMCA社会体育・保育専門学校（東陽2-2-15）

東大島図書館（大島9-4-2-101）

イトーヨーカ堂木場店（木場1-5-30）
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東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ(新宿区神楽河岸1-1)
共立女子大学（千代田区一ツ橋2-6-1）
東洋大学白山キャンパス（文京区本駒込1-10-2）

