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砧地域

～地域のみなさまと取り組む支えあい～
家族会・地域住民・関係機関が話し合いを重ね、

タリーズコーヒー 砧世田谷通り店で
新たな認知症カフェが立ち上がりました

⇒詳しくは次ページ

社協会員募集中
詳しくは8ページへ

理解と共感の輪が
広がっています

【1ページ目】 

砧地域社協だより、第４６号 

このページの記事は１つです。 

理解と共感の輪が広がっています 

地域のみなさまと取り組む支えあい。家族会、地域住民、関係機関が話し合いを重ね、タリーズコー

ヒー砧世田谷通り店で、新たな認知症カフェが立ち上がりました。 

  



2

キヌタdeカフェ（認知症カフェ※）を
はじめました！
砧地区では「認知症になっても、“自分ごと”としてとらえてく

れる仲間と、つどえる場が欲しい！」という想いから、家族会や地
域住民、関係機関が話し合い、多くの方が認知症の理解を深めるた
めの第一歩として、キヌタdeカフェがスタートしています。
※�認知症カフェとは、認知症のご本人やご家族が、身近な場所で、医療や
福祉の専門職に相談したり、地域の方と交流できる場のことです。

　（世田谷区ホームページより）

SSCKにて、第1回認知症勉強会を
開催しました！
SSCK（成城セカンドコミュニティ会議）では、成城にお住まい
のシニア男性の活躍の場を考えています。会議に参加している方か
らの「認知症について、もっと多くの人に知ってほしい」という声
から、まずは認知症について学ぶことからはじめようと、第 1回認
知症勉強会を開催しました。成城あんしんすこやかセンターの職員
が講師となり、家族や友人、近隣の方など周りの人とのつながりを
大切にすることで、認知症になっても安心して、住み慣れた地域で
暮らし続けられる等を学びました。

見守り講座を開催しました！
喜多見地区社会福祉協議会では「認知症とともに生きる希望
条例を学ぼう」というテーマで見守り講座を開催しました。世
田谷区認知症施策評価委員会から“大熊由紀子先生”と“中澤
まゆみ先生”をお招きして、今までの認知症観を変えることで
誰もが暮らしやすいまちになる等のお話をいただきました。
参加された方からは、「認知症になっても、自分らしく地区で
生活をしたい」、「自分が協力できることがあれば、進んで協力
したい」等の感想をいただきました。

『認知症とともに生きる希望条例』
が令和2年10月に施行されています

☆ ☆

　認知症になっても、いつまでも“自分らしく”住み慣れた地域で暮らしていくため
には、認知症に対して正しい理解が大切です。認知症に優しい地域づくりに向けて、
社協は皆さんとともに取り組んでいます！

砧地区

成城地区

喜多見地区

【２ページ目】 

認知症とともに生きる希望条例が令和2年10月に、施行されています。 

認知症になっても、いつまでも自分らしく住み慣れた地域で暮らしていくためには、認知症に対し

て正しい理解が大切です。認知症に優しい地域づくりに向けて、社協はみなさんとともに取り組ん

でいます。 

砧地区では家族会や地域住民、関係機関が話し合い、多くのかたが認知症の理解を深めるための第

一歩として、キヌタデカフェ（認知症カフェ）がスタートしています。 

成城地区では、成城セカンドコミュニティ会議にて、第1回認知症勉強会を開催しました。成城あん

しんすこやかセンターの職員が講師となり、家族や友人、近隣のかたなど周りの人とのつながりを

大切にすることで、認知症になっても安心して過ごせる住み慣れた地域で暮らし続けられるなどを

学びました。 

きたみ地区では、きたみ地区社会福祉協議会みまもり講座を開催し、認知症とともに生きる希望条

例について学びました。参加されたかたからは、自分が協力できることがあれば、進んで協力した

い等の感想をいただきました。 
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　地域の皆さまから寄せられた食料を、子ども食堂など必要としている団体へお届けするた
めの準備を行っている現場を取材しました！
　地区サポーターなど地域の皆さまが賞味期限のチェックや、子ども食堂などへの仕分け、
袋詰め作業を 3～ 4時間ほどかけて行いました。皆さま、和やかに取り組まれていました。
主婦の方はお買い物で慣れているのか袋詰めの手際のよさにビックリしました !!

【スマホ講座】 【福祉学習】

Q. 食材の仕分けの活動に参加しようと思ったきっかけは？
A.��余ってしまう食材と困っている人をつなぐ活動に重要性
を感じ、お手伝いをしたいと思いました。

Q. 食材の仕分けの活動をしてみていかがですか？
A.��食材の活用について知らなかったことが多かったので、�
とても新鮮で勉強になりました。

Q. これから地域活動を始めようと思っている方にメッセージをお願いします！
A.��なにより気持ちが大切！自分自身で敷居を高くしないで、困っている方の力になり
たいという気持ちがあればできることなので、ぜひ地域での活動に飛び込んでみて
ください！

◎�なごみの広場ちとふな（千歳温
水プール）でのイベント応援
◎�地域の小学校での福祉学習のサ
ポート！
その他にも色々…

他にも地区サポーターが活躍中！

★ 砧地域内で活躍する地区サポーター田中さんに聞いてみました ★

・田中さん

フードドライブでの地区サポーター活動

社会福祉協議会では、お住まいの身近な地域で、地域イベントの設営や運営支援などの
お手伝いをしていただきたく「地区サポーター」を募集しています。

♪ お気軽にお問い合わせください　砧地域社協事務所 TEL：03-5727-6101　FAX：03-5727-6103 ♪

【3 ページ目】 

このページは、フードドライブでの地区サポーター活動についてです。 

地域の皆さまから寄せられた食料を、子ども食堂など必要としている団体へ、お届けするための準

備を、行っている現場を取材しました！ 

地区サポーターなど地域の皆さまが、賞味期限のチェックや、子ども食堂などへの仕分け、袋づめ

作業を 3～4 時間ほどかけて行いました。皆さま、和やかに取り組まれていました。主婦のかたは

お買い物で慣れているのか、袋詰めの手際のよさにビックリしました !! 

砧地域内で活躍する、地区サポーター、田中さんに聞いてみました。 

質問：食材の仕分けの活動に参加しようと思ったきっかけは？ 

答え：余ってしまう食材と、困っている人をつなぐ活動に重要性を感じ、お手伝いをしたいと思い

ました。 

質問：食材の仕分けの活動をしてみていかがですか。 

答え：食材の活用について知らなかったことが多かったので、とても新鮮で勉強になりました。 

質問：これから地域活動を、はじめようと思っているかたに、メッセージをお願いします。 

答え：なにより気持ちが大切。自分自身で敷居を高くしないで、困っているかたの力になりたいと

いう気持ちがあれば、できることなので、ぜひ地域での活動に飛び込んでみてください。 

社会福祉協議会では、お住いの身近な地域で、地域イベントの設営や、運営支援などのお手伝いを

いただく、地区サポーターを募集しています。 

お問い合わせは、砧地域社協事務所まで。 

電話番号：０３－５７２７－６１０１ 
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各地区社協の主な事業と今後の予定
　地区社協は、皆さまからいただいた社協会費を財源として、活動を展開しています。
今年度の事業予定と過年度の活動風景をご紹介いたします。

令和4年度砧地域内

・高齢者バス交流会
・夏休みファミリーの集い
・サロン・ミニデイ交流会
・みんなの交流会

・子ども用品交換会
・すこやか講座
・いす・ベンチ設置事業
・地域敬老事業

いす・ベンチ設置事業

・高齢者バス交流会
・子育て支援事業
・地域福祉推進員研修会
・地域敬老事業
・社協活動参加者交流会 成城スポットよりそい

・懐かしの映画鑑賞会
・健康推進事業
・成城スポットよりそい
・訪問ボランティア

・地域支えあい世代交流
　「夏の交流会」
　「フラワーアレンジメント」
・高齢者交流会　

フラワーアレンジメント

・地域福祉推進員研修
・住みよいまちへの探健
　（椅子ベンチ設置事業）

・高齢者懇親会　　　　　　
・地区内福祉施設交流事業
・喜多見地区区民まつり参加
・サロン・ミニデイ・高齢者クラブ交流会

高齢者交流会

・ふれあい交流会
・見守り講座　
・高齢者交流会

・高齢者地域交流会（70歳からの交流会）
・ひとり暮らし高齢者交流会
・元気なうちに考えておきたい「老い支度」
・地区内事業参加協力
・子育て支援事業（親子でエクササイズ、ベビーマッサージ、子ども服リサイクルマーケット）

�子育て支援事業

おもな事業予定

おもな事業予定

おもな事業予定

おもな事業予定

おもな事業予定

喜多見地区

きぬた地区

船 橋 地 区

成 城 地 区

祖師谷地区

 

【４ページ目】 

このページは、令和４年度砧地域内、各地区社協の主な事業と今後の予定についてです。 

そしがや地区社協 

高齢者バス交流会、夏休みファミリーの集い、サロン・ミニデイ交流会 

みんなの交流会、子ども用品交換会、すこやか講座、いす・ベンチ設置事業、地域敬老事業 

成城地区社協、高齢者バス交流会、子育て支援事業、地域福祉推進員研修会、地域敬老事業、社協活

動参加者交流会、懐かしの映画鑑賞会、健康推進事業、成城スポットよりそい、訪問ボランティア 

船橋地区社協、地域支えあい世代交流会 （夏の交流会、フラワーアレンジメント）、高齢者交流

会、地域福祉推進員研修、住みよいまちへのたんけん 

きたみ地区社協 

高齢者懇親会、地区内福祉施設交流事業、きたみ地区区民まつり参加、サロン・ミニデイ・高齢者ク

ラブ交流会、ふれあい交流会、見守り講座、高齢者交流会  

きぬた地区社協 

高齢者地域交流会、ひとり暮らし高齢者交流会、元気なうちに考えておきたい「老い支度」、地区内

事業参加協力、子育て支援事業、（親子でエクササイズ、ベビーマッサージ、子ども服リサイクルマ

ーケット） 
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令和４年度 砧地域社協事務所職員紹介�

☆印は 4月からの新しい担当職員です。今年度もよろしくお願いいたします。

主な担�当 氏　名
所長、統括 中山�倫之

祖師谷、千歳台１～２丁目
藤田�祐貴子
森田�洋子

成城
植松�佑莉
斉藤�秀子

ファミリーサポート担当 室井�浩子☆

事務専任 木俣�順子

主な担�当 氏　名

船橋、千歳台３～６丁目
櫻井�宗一郎
岡村�眞佐江

喜多見、宇奈根、鎌田
村田�裕子
中村�まきほ☆

砧、大蔵、岡本
齋藤�真知子☆

新藤�紀子
あんしん事業担当 吉田�由美子

" 食べる " ことに課題を抱えている方や、そのような方を支援する活動団体、法人・企業をつなぐ
情報サイトをオープンしました。区内のフードシェアに関する様々な情報を発信していきます。

『食の支援』に関するお問い合わせ先：連携推進課連携推進係　TEL．03-5787-7212

https://setaberu.com/

スマートフォンの方は左のQRコードを読み取るか
「せたべる」で検索してください。

OPEN!!

活動に関する
お知らせや報告

食品の持ち込み
場所の情報

食の支援を行う
活動団体情報

せたべる
ぜひご覧ください

～地域の子育てを応援しよう～子育て支援者養成研修受講生募集
「コロナ禍で里帰り出産ができない」「実母が上京できない」
そんな状況が増えており、援助会員として活動してくださる方を大募集中です！

対 象 研修修了後、ファミリー・サポート・センター事業の援助会員として子ども
（生後 43 日～小学 6 年生）の一時預かりや送迎ができる 18 歳以上の方

受講日数 安心して活動していただくために必要な科目　全 6日間（25時間）

受 講 料 2,000 円（テキスト代）

区のおしらせ「せたがや」掲載日（募集開始日）
第３回 �　　�7 月 15 日
第４回 　　10月� 1 日
第５回 　　12月� 1 日（予定）

※�詳しい日程や会場等は、募集開
始日以降に区のおしらせ「せた
がや」・社協ホームページ等で
ご確認ください。電話でのお問
い合わせも、詳細情報は上記日
程以降の対応となります。

スマートフォンは
こちらから↓

【問い合わせ先】世田谷区ファミリーサポートセンター
　　　　　　　  電　話：03-5429-1200 ＦＡＸ：03-5429-1202

※�援助会員の活動に関す
る情報は社協ホーム
ページで！

世田谷の " 食べる " をつなげる情報サイト 世田谷フードシェアウェブサイト「せたべる」

【5ページ目】 

このページの記事は３つです。 

１、職員紹介 

所長は中山 

そしがや、ちとせ台１、２丁目は藤田と森田 

成城は植松と斉藤 

船橋、ちとせ台１、２丁目の一部と3から６丁目は櫻井と岡村 

きたみ、宇奈根、鎌田は村田と中村 

砧、大蔵、岡本は齋藤と新藤 

ファミリーサポート担当は室井 

あんしん事業担当は吉田、事務専任は木俣です。  

２、子育て支援者養成研修受講生募集 

※詳しい日程や会場等は、区報、ホームページ等で確認していただくか、電話でお問い合わせくだ

さい。 

お問合せ、お申込み 

世田谷区ファミリーサポートセンター 

電話：03-5429-1200 ＦＡＸ：03-5429-1202 

３、せたべるオープン 

食べることに課題を抱えているかたや、そのようなかたを支援する活動団体、法人、企業をつなぐ

情報サイトをオープンしました。区内のフードシェアに関する様々な情報を発信していきます。食

の支援についてのお問い合わせ先は、連携推進課連携推進係まで、電話：０３-５７８７-７２１２ 
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特 別 会 員
・祖師谷第2自治会
・祖師谷第4自治会
・矢島�光正
・小川�綾子
・祖師谷第5自治会
・祖師谷第6自治会
・安斉�洋一
・祖師谷千歳台自治会
・栗原�幹雄
・沢田�美佐子
・馬場�惠美子
・祖師谷住宅自治会
・藤自治会
・吉岡�靖之
・千歳台睦町会
・福井�敏雄
・千歳台南会
・関下�由利子
・丸山�晴男
・祖師谷3丁目南町会
・公社祖師谷住宅自治会
・祖師谷昇進会商店街振興組合
・祖師谷高齢者福祉会
・サロンアップル
・祖師谷いきいき貯筋クラブ

法 人 会 員
・（株）JA東京中央セレモニー
　センターものしり畑
・宣教教会

特 別 会 員
・小林�温子
・坪井�伸子
・城田�庄吾
・佐伯�久吉
・岡村�眞佐江
・成城青葉会
・あじさい会
・田中�雪子
・成城南フラッツ管理組合
・成城団地自治会
・岩波�京子

法 人 会 員
・河野医院
・服部塗装商事（株）服部光司
・レイモンド不動産（株）
・テーブルテニス成城
・（株）佐久間本店
・（福）古木会
・（株）エム・ジェイ�・エンタ－プライズ�

・（有）高橋工業所�髙橋�勉
・城南信用金庫�砧支店

・特別養護老人ホーム�
　エリザベート成城
・成城こばやし動物病院
・成城外科整形外科
・学校法人�成城学園
・成城郵便局
・うつみクリニック
・特定非営利活動法人�語らいの家

特 別 会 員
・鈴木�照枝
・髙橋�實
・萬寶�通子
・妹尾�廣子
・山崎�富美子
・山﨑�登
・大槻�一博
・濵中�とみ
・上田�浩憲
・大西�京子
・高橋�志津子
・池田�マツ子
・林�ヤヨイ
・鈴木�幸夫
・後閑�勝子
・鈴木�茂
・島田�浩幸
・島田�晴江
・花形�理
・花形�和昌
・小林�美津江
・飯田�雅彦
・綱木�雅敏
・原島�久男
・池田�和久
・篠崎�賢治
・飯田�育代
・島田�国弘
・中山�淳
・中山�浩
・久保池�俊雄
・今福�道也
・野島�浩一
・一杉�實
・井上�猛
・吉田�仁
・宇山�秀雄
・船橋会
・希望ヶ丘団地自治会
・フレール西経堂自治会�
・船橋葭根会
・千歳ひまわりの会有志

法 人 会 員
・（有）鈴木明商店

・（公社）北沢法人会千歳台・船橋支部
・（株）山崎工務店
・（株）ケイサイ
・消防サービス（株）
・千歳船橋駅前郵便局
・（有）青山堂
・日下部工務所�日下部栄一
・（有）加藤自動車工業
・エクレール保育園
・ふなばし不動尊�寶性寺
・世田谷信用金庫船橋支店
・堀デンタルクリニック�堀�正樹
・NPO世田谷ゆりの木
・千歳耳鼻咽喉科�橋元�裕明
・都建設（株）
・東京コーポレーション（株）
・ファミリーマート千歳船橋駅前店
・千歳船橋商店街振興組合
・下宿薬局船橋店
・（有）チトセメガネ
・キーショップイケダ
・株式会社�伸和運輸
・大槻クリニック
・サンセルモ玉泉院世田谷会館�
・カルチャーパビリオン�平安世田谷
・林薬品機械（株）
・（有）晶圭産業�花形�利夫
・（株）東横共栄社
・小谷調剤薬局

・セブンイレブン�
　世田谷希望ヶ丘通り店

・セブンイレブン�
　世田谷船橋７丁目店

・ファミリーマート
　世田谷千歳通り店
・世田谷船橋郵便局
・（株）保子企画
・（株）東京オーキッド・ナーセリー

・sonpoケアラヴィーレ
　世田谷船橋
・おそうじ本舗�桜上水店

・（株）JA東京中央セレモニー
　センターものしり畑
・（株）加賀屋商会
・SDA世田谷キリスト教会
・社会福祉法人�櫻灯会
・東覚院�野崎芳彦�
・東京有隣会有隣病院
・東京有隣会法人本部
・（株）島田製粉所
・エスケイ商事亀井重幸
・匿名

特 別 会 員
・鈴木�謙二
・レフィナード喜多見管理組合
・エバーグレース

・デルフィオーレ成城
・箕輪�桂一
・喜多見東部町会
・小川�始春
・荒川�和茂
・喜多見2丁目団地3号棟
・喜多見2丁目団地10号棟
・菊地�朗
・川邊�昭吉郎
・グリュック7二子玉川管理組合
・グランベルク二子玉川管理組合
・Jパークコート二子玉川グランデ
・グレイス二子玉川管理組合
・NDマンション管理組合
・コスモ二子玉川管理組合
・シティーホーム二子玉川管理組合
・ライオンズマンション二子玉川園
・砧南ひまわり
・ファミール喜多見管理組合
・永峯�隆夫

法 人 会 員
・聖セシリア喜多見幼稚園
・（有）成城石油
・（有）小川兼ハウス
・岩崎瓦工業（株）岩崎一夫
・新舘建設（株）
・エヌディ警備保障（株）
・（株）マモル

・（株）ベネッセスタイルケア�
　グランダ二子玉川
・（社福）大三島育徳会�
　特別養護老人ホーム�博水の郷

特 別 会 員
・矢藤�清光
・矢藤�彰
・長島�日出男
・秋山�隆子
・松原�利枝
・貝塚�博
・砧町町会
・金得�真一
・高木�保子
・髙木�汎一
・竹内�淳博
・鈴木�和子
・足立�義詮
・濱口�武
・清水�好子
・志水�功夫
・小川�恵以子
・本尾�テル子
・日野島�敬子
・佐藤�公春
・河野�英樹
・鈴木�清美

・安藤�愛子
・相原�トミ子
・大蔵東部町会
・安藤�茂
・ミヤコフレーム
・安藤�秀明
・日本大学商学部

・（有）ヨミウリサービス砧�
　代表取締役�板花�宏幸
・宮﨑�春代
・竹内�佳文
・安藤�芳彦
・長島�雪蔵
・金子�聡秀
・加賀見�照子
・辻本�武信
・黄川田�瑠璃子
・行政書士�長谷川憲司事務所
・浅山�恵子

法 人 会 員
・城南モーター�サービス（株）
・三桜自動車（株）

・裕和産業（株）�
　代表取締役�藤田�照雄
・（株）メモリード東京
・メディカルコミュニティ砧
・社会福祉法人�友愛十字会
・大蔵木材工芸（株）
・（宗）耕雲寺
・学校法人ゆかり文化幼稚園
・泰建商事株式会社
・ASA大蔵
・きらぼし銀行�祖師谷支店
・Odakyu�OX�祖師谷店
・つくばクリーニング
・実相寺
・国際放映�株式会社
・サンライト�ハイツ�安藤�芳彦
・長圓寺�阿部�龍樹
・世田谷岡本郵便局長
・（有）猿渡設備工業所
・社会福祉法人�泉会�泉の家
・（株）ツジデン�辻本�武泰

・（有）泰平造園�
　代表取締役�平井�泰広

・NPO法人はあと世田谷�
　グループホーム花みず木

特 別 会 員
・世田谷区手をつなぐ親の会　

令和3年度特別会員・法人会員一覧 敬称略
順不同

※団体様につきましては、紙面の都合上、団体名・会社名のみを掲載させていただきました。ご了承ください。

ご協力ありがとうございました。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

祖 師 谷 地 区

船 橋 地 区

喜 多 見 地 区

き ぬ た 地 区

事務局

成 城 地 区

【６ページ目】 

このページは、令和３年度の特別会員、法人会員一覧となっています。 
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※�寄付者様のご
希望により氏
名・金額等掲
載しない場合
がございます。

沢山のご寄付をいただき、
誠にありがとうございまし
た。寄付は、ご意向に沿っ
た形で地域福祉に活用させ
ていただきます。

【砧地域内地区別　内訳】 令和４年 3月 31日現在

地区社協名
一般会員 特別会員 法人会員 合　計
件 円 件 円 件 円 件 円

祖師谷 356 147,500 25 645,000 2 134,530 383 927,030
成　城 5 4,300 11 75,000 16 85,000 32 164,300
船　橋 1,088 596,400 42 270,000 49 275,000 1,179 1,141,400
喜多見 2,224 894,840 24 339,300 9 50,000 2,257 1,284,140
きぬた 541 341,256 41 282,300 31 190,000 613 813,556
事務局 0 0 1 5,000 0 0 1 5,000
合　計 4,214 1,984,296 144 1,616,600 107 734,530 4,465 4,335,426

世田谷区全域　　会 費 額：23,209,782 円　　会 員 数：14,745 件

令和3年度 社協会費募集のご報告

☆寄付金以外にも食品など多くの寄付をいただきました。

月　日 氏　　　名 金　額
令和3年10月8日 匿名 2,203 円
令和3年10月11日 元気　元気　様 6,024 円
令和3年11月9日 匿名 3,450 円
令和3年11月29日 匿名 30,000 円
令和4年2月22日 匿名 10,000 円
令和4年2月28日 桑原　清人　様 7,223 円
令和4年3月9日 世田谷サッカー協会　浅岡信雄　様 30,000 円

　世田谷区立千歳温水プール４階健康運動室を会場に、令和３年４月より新たな高齢者のつどいの
場として「なごみの広場ちとふな」を開催しております！皆さまが楽しめるさまざまなプログラム
や暮らしに役立つ講座をご用意してお待ちしています♪
　プログラムを楽しみながら、地域活動への参加、くらしの中での困りごとなど専門相談もできる
くつろぎの空間へ、ぜひおこしください！

ーなごみの広場 ちとふな♪ー

寄付金の
ご報告

善意のご寄付ありがとうございました。
（令和3年7月2日～令和4年3月31日）

※今後のイベント情報は「せたがや福祉団体情報サイト」でお知らせします。（HP又は左記 QR コード）

お問い合わせ先：調整係　電話 03-5429-2233　FAX�03-5429-2204

＜プログラム例＞　　
・スマホ活用講座　・囲碁講座　・やわらぎマッサージ　・お困りごと相談　etc.

【７ページ目】 

このページの記事は３つです。 

１、令和３年度社協会費募集の報告 

令和３年度、砧地域内の社協会費は、４，４６５件、４，３３５，４２６円のご協力を頂きました。  

  

２、ご寄付をいただきました皆様の一覧となっております。 寄付は、ご意向に沿った形で地域福祉

に活用させていただきます。 

 

３、なごみの広場ちとふな 

世田谷区立千歳温水プール４階、健康運動室を会場に、令和３年４月より新たな高齢者のつどいの

場として「なごみの広場ちとふな」を開催しています。みなさまが楽しめるさまざまなプログラム

や、暮らしに役立つ講座をご用意してお待ちしています。 

お問い合わせ先、調整係 電話：０３－５４２９－２２３３ 

 

  



種 別 会 費

一 般 会 員 年額 300円以上 5,000円未満

特 別 会 員 年額 5,000円以上

法 人 会 員 年額 5,000円以上

法人からご協力いただく会費につきましては

法人税法上の｢損金算入｣の対象になります。

世田谷区の福祉向上にご協力ください世田谷区の福祉向上にご協力ください

社会福祉協議会(社協)の

活動は会員の皆様の会費が

必要です

社協では会員を募集するとともに、会費を

募集しています。会費は当協議会の貴重な

財源として高齢者や子ども、障害がある方などに対する

さまざまな地域福祉を推進する活動の資金となっています。

世田谷区の福祉向上にご協力ください

【郵便局からの振込先】

口座記号番号：00140-5-544151　　加入者名：社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会

【他の金融機関からの振込先】

金融機関名：ゆうちょ銀行（9900）　　支店名：〇一九店（店番019）　　預金種目：当座預金

口座番号：0544151　　口座名義：社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会

・会費の納入は任意であり、強制

　するものではありません。

・議員の方から会費を頂くことは

　できません。（公職選挙法／寄

　附行為の禁止）

  会費の募集方法

　会費の募集は、地区社協が中心に行い、戸別訪問を原則としています。ただし、地域によっては集め方が異な

るところもあります。
　各地域の社協事務所の窓口や郵便振込、他の金融機関からの振込（振込手数料をご負担頂いています。）でも
納入いただけます。

【8ページ目】 

このページは社協会費についてです 

社会福祉協議会の活動は会員の皆様の会費が必要です。 

社会福祉協議会では会員を募集するとともに、会費を募集しています。会費は当協議会の貴重な財

源として高齢者や子ども、障害があるかたなどに対するさまざまな地域福祉を推進する活動の資金

となっています。 

会費の種類 

一般会員、年額３００円以上５０００円未満、特別会員と法人会員は５０００円以上です。 会費は

当協議会の貴重な財源として、高齢者や子ども、障害があるかたなどに対するさまざまな地域福祉

を推進する活動資金となっています。 

発行は砧地域社会福祉協議会事務所 電話０３－５７２７－６１０１ 

 

 


