■お問い合わせ・お申込みは、各
主催者へ直接ご連絡ください。
■掲載希望の場合、毎月１５日ま
でに（土日祝の場合その前日）
FAX 又は E メールで原稿をセンタ
ーへお送りください。（送付先は

[場所]鷹番小学校 体育館
（中央町１－２０－２６）※直接学
校に問合せをしないでください。
[問合せ]マジカルハウス柿のたね
TEL ３７９４－０３６７
e-mail kakinoki@big.or.jp

１２面参照）

紙面の都合により情報が掲載で
きない場合もありますのでご了
承下さい。

若年性認知症フォーラム
私らしく生きるには？
若年性認知症研究の第一人者である新
井医師の講演から始まり、現役世代で発
症する若年性認知症の人の就労の継続や
退職後の社会参加について制度や取組な
どの知識を深め、参加者全員で考えます。

子どものための
バイオリンとギターの
演奏会
バイオリンとギターの奏でる素敵な
演奏会を開催します。昨年の演奏会も大
人気でした。今年もより多くのお子さん
たちに、生の素敵な音楽を届けたいと思
います。ぜひ親子でご参加ください
[日時]９月２６日（火）
１０：３０～１１：００
[場所]菅刈住区センター地下
レクリエーションホール
（青葉台２－１０－１８）
[内容]
バイオリン演奏…坂本 尚史氏
ギター演奏…福西 健実氏
[対象]０歳児～
[参加費]５００円（親子一組）
※おやつ代込み
[申込方法]下記へ TEL し事前申込。
[申込・問合せ]
子育てサロン はじめの一歩
（担当：稲葉）
TEL ０８０－３４７７－６８５２

柿のたね
秋のリサイクルバザー
障害者と健常者の出会いの場「マジカ
ルハウス柿のたね」では、恒例の秋バザ
ーを開催します。是非おいでください。
また、お手伝い（売り子・運搬等）も
募集しています。興味のある方は柿のた
ねまでご連絡ください。
[日時]１０月 8 日（日）
１１：００～１４：００

１０

[日時]９月１６日（土）
１３：００～１６：００
（開場１２：３０）
[場所]目黒区総合庁舎２階 大会議室
（上目黒２－１９－１５）
[内容]
１３：００ 基調講演
「若年性認知症の早期診断と就労支援」
新井 平伊氏（順天堂大学大学院医学研
究科 精神・行動科学教授）
１４：１５ 情報提供
「若年性認知症と診断されたら～活用で
きる制度とサービスと支える人～」
駒井 由起子氏（特定非営利活動法人いき
いき福祉ネットワークセンター理事長）
１４：４０ ワイドミーティング
～会場参加者と考える～
若年性認知症になっても私らしく生きる
には？働き続けるために支える、社会の
ために活躍したい
神山 昭男氏（有楽町桜クリニック院長）
清塚 鉄人氏（三宿病院神経内科部長）
佐藤 こづえ氏（東芝総合人材開発 株
式会社管理部）
[対象]区民、企業人事、産業医、本人・
家族、関係機関など）
[参加費]無料
[定員]先着１００名
[申込締切]９月４日（月）
[申込方法]下記へTELまたは所定の申請
書（ボランティアセンターに設置）に
必要事項を記入し、下記へ FAX。
[申込・問合せ]
目黒区健康福祉部 地域ケア推進課
認知症施策推進係（担当：橋川）
TEL ５７２２－９７０２
FAX ５７２２－９０６２
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目黒区男女平等条例を推
進する会「子育ての楽しみ
も仕事もあきらめない！」
「目黒区男女が平等に共同参画する
社会づくり条例」制定１５周年講演会
です。講師に神尾氏をお迎えし、最新
のヨーロッパ訪問先情報も交えて、私
たちの働き方の未来を考えます。ぜひ
ご参加ください。
[日時]９月１６日（土）
１０：３０～１１：４５
[場所]
目黒区男女平等・共同参画センター
会議室
（中目黒２－１０－１３ 中目黒ス
クエア内）
[内容]
フランスの家族政策に学ぶ、ワーク
ライフ・バランス最新情報と私たち
の働き方
～フランスの合計特殊出生率回復
はどう実現されたのか～
神尾 真知子氏（日本大学法学部教
授、目黒区男女平等・共同参画審議
会会長）
[参加費]無料
[定員]４２名※申込不要ですが、保育
希望（未就学児）の方は９月６日
（水）までに下記へ申込。
[申込・問合せ]
目黒区男女平等・共同参画センター
（中目黒２－１０－１３ 中目黒
スクエア内）
TEL ５７２１－８５７０
e-mail
ikuko-oh@galaxy.ocn.ne.jp

アジアの子どもたちに
絵本を届けよう！
「絵本を届ける運動」
「絵本を届ける運動」では、日本で出版
された絵本にビルマ語やラオス語の翻訳
シールを貼りつけ、現地の子どもたちに届
けています。
アジアの子どもたちに、あなたの作った
絵本を届けてみませんか？ご自宅ででき
る国際協力です。多くの方のお申込をお待
ちしています。
[活動内容]
絵本と翻訳シール（現地語に翻訳した
文を印刷したシール）を郵送します。
自宅で絵本に翻訳シールを貼りつけ下
記へ返送してください（詳しい内容は
下記 URＬから特設サイトを確認）
。
[参加費]
絵本１セット（絵本１冊と翻訳シー
ル）２,５００円
[申込方法]
下記 URL を確認の上、申込フォーム
または TEL にて申込。
[申込・問合せ]
〒１６０－００１５
公益財団法人シャンティ国際ボラン
ティア会（担当：河口・野口）
新宿区大京町３１ 慈母会館２・３階
TEL ６４５７－４５８５
e-mail ehon@sva.or.jp

国立成育医療研究センター
「もみじの家」
ボランティア説明会
「もみじの家」は重い病気を持つ子どもと
家族を支える医療型短期入所施設です。ボラ
ンティアとして「もみじの家」を一緒に支え
ていただける方を募集しています。
活動条件と活動内容をご確認いただき、興味
のある方はぜひ説明会にご出席ください。
[日時]
（１）９月３０日（土）
（２）１０月５日（木）
（３）１０月２１日（土）
いずれも１３：３０～（１３：００受付開始）
[場所]もみじの家２階 多目的室
（世田谷区大蔵２－１０－１）

[持ち物]筆記用具、エントリーシート※
※事前に下記 URL からダウンロードし、
記入の上持参。
[活動内容]
受付・ご案内、ハウスキーパー、ゲストサポ
ート※、ナイトボランティア、運営事務局な
ど（詳しい活動内容や応募資格については、
下記 URL を確認してください）
※平日に活動できる方のみ募集
[活動条件]
（１）月２回、１回２時間以上の活動が１年
を通じてできること
（２）心身ともに健康な１８歳以上
（高校生不可）
（３）感染症（はしか、風疹など）に羅患、
もしくは予防接種を受けていて抗体
があること
（４）もみじの家の基本方針に賛同して、協
力的に活動できること
（基本方針は下
記 URL から確認）
[申込締切]９月２７日（水）必着
[申込方法]
メールに氏名、年齢、職業、住所、電話番号、
連絡先メールアドレス、
説明会の参加希望日
時を記入し、下記アドレスまで連絡。
※件名は「ボランティア説明会出席希望」と
してください。
[申込・問合せ]
もみじの家 ボランティア運営事務局
e-mail momiji-vo@ncchd.go.jp
URL http://home-from-home.jp

生命保険協会
「元気シニア応援団体
に対する助成」
高齢者を対象とした活動に取り組んで
いる団体等に対し資金の助成を行うこと
で、高齢者が健やかで心豊かに生活でき
る地域社会の環境整備に寄与し、地域福
祉の一層の推進を図ります。
[助成対象]
高齢者を対象とした健康管理・増進、
自立支援、生きがいづくり等の活動
を行っている団体（詳しくは下記
URL を確認）
[助成金額]１団体あたり上限額１２万円
（総額５００万円）
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[応募締切]
９月３０日（土）＜当日消印有効＞
[応募方法] 下記 URL から所定の申請書
をダウンロードし、必要事項を記入の上
正本 1 部、副本１部と必要添付書類を下
記へ郵送（必ず簡易書留で郵送）
。
[応募・問合せ]生命保険協会 広報部内
「元気シニア応援活動」事務局
〒１００－０００５
千代田区丸の内３－４－１
新国際ビル３階
TEL ３２８６－２６４３
FAX ３２８６－２７３０
URL http://www.seiho.or.jp/

損保ジャパン 日本興亜
福祉財団「住民参加型
福祉活動資金助成」
地域における高齢者・障害者・子ども等
に関する複合的な生活課題に地域住民が主
体となって、包括的な支援を行う活動に必
要な資金を助成します。
[助成内容]
本助成対象の活動に関する人件費※・物
件費
（詳しい内容は下記 URL から確認）
※助成金額の５０％を限度とする。
[助成対象]
日本国内の、５人以上で活動する非営利
活動団体※社会福祉法人は除く。
[助成金額]１団体につき上限額３０万円※
（総額６００万円を予定）
※選考において、申請金額を変更して助
成を決定する場合があります。
[応募締切]１０月２０日（金）１７：００
＜当日消印有効＞
[応募方法]下記 URL から申込フォームを
ダウンロードの上、必要事項を入力し送
信。所定の送付書を添付し、推薦者コメ
ント等必要資料を下記へ郵送。
[応募・問合せ]公益財団法人 損保ジャパン
日本興亜福祉財団 事務局
〒１６０－８３３８
新宿区西新宿１－２６－１
URL
http://sjnkwf.org/jyosei/juminsank
agata.html
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