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・地域の居場所
  「ふれあい・いきいきサロン」
・地域コーディネーター講座

・いつでも体験ボランティア 2018
・平成 29 年度事業報告及び決算について
・新宿区 CSR ネットワーク

・成年後見センターからのお知らせ
・受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内
・寄附金 ･ 寄附物品のご報告

【日程】	平成 30 年 8 月1日（水） 午後 2 時〜 3 時
	 （申込み締切：7月 30日（月））
【会場】	新宿社協　地下 1階会議室A

【日程】	平成 30 年 10 月 4 日（木）、11 日（木）、22 日（月）、29 日（月）、
11月 8日（木）、15日（木）全 6回　各日午後 1時〜（4時間程度）

【会場】	新宿社協　地下1階会議室A（新宿区高田馬場1－17－20）

【内容】	成年後見制度のしくみや知識、市民後見人としての心構え、各種制度など

【対象】	次のすべてに該当する方
・区内在住、在学、在勤または新宿区において高齢者・障
害者などに関わる社会貢献活動の実績がある方

・成年後見制度に理解があり、市民後見人として活動
することに熱意のある方

・市民後見人としての活動が可能である見込がある方（概ね65歳以下の方）

※講習の運営は新宿区の委託を受け、新宿社協が実施します。受講申請書類は右記説明会で配
布します。なお、受講者決定にあたっては書類選考があります。

　施設を訪問するといつも笑
顔で出迎えてくださり、その笑
顔が私の活力につながってい
ます。施設職員の方、新宿社協、
市民後見人の仲間と共に、多く
のことを学びながら、やりがい
をもって活動をしています。

問合せ・申込み先
新宿区福祉部地域福祉課

（新宿区役所本庁舎 2 階　〒 160-8484　新宿区歌舞伎町 1 － 4 － 1）
電話：03-5273-3517　FAX：03-3209-9948

あなたのチカラ、地域で活かしませんか？

申込み方法
・電話・FAX・ハガキ・窓口にて下記へお申込みください。
・FAX、ハガキの場合には、氏名、電話番号・FAX番号（お持
ちの方）をご記入ください。
※ご都合が合わない方はご連絡下さい。

市民後見人とは

市民後見人の 声

市民後見人養成基礎講習　概要

市民後見人養成基礎講習開催！

説明会へご参加ください！

　5月 13日（日）、新宿通りで記念パレードが開催さ
れました。全都から約 1,500 名の民生委員・児童委員
の皆さんが参加し、その存在と役割を広くPRしました。

　5月 29日（火）には、新宿区立四谷小学校・四谷子ども園で、
吉住健一新宿区長が「一日民生委員・児童委員」を務めました。
　民生委員・児童委員の皆さんと、朝のあいさつ運動に参加す
るとともに、子ども園への絵本贈呈と絵本の読み聞かせを行い
ました。
　区内の認可保育園と子ども園への絵本の贈呈は、民生委員・
児童委員の自主活動として、児童の健全育成と福祉の向上を目
的に、毎年行われています。（平成30年度は68か所へ贈呈予定）

毎年贈呈される絵本の購入には
新宿社協からの助成金が活用されています

私たち新宿社協も、皆さんとともに誰もが安心して
暮らせる福祉のまちづくりを目指しています。

四谷子ども園での絵本読み聞かせ

四谷小学校校門前での
朝のあいさつ運動の様子

記念パレードの様子

　民生委員・児童委員は、地域に寄り添う身近な相談相手として、行政や社協などの関係機関と連携しながら、地域福祉
の推進のための幅広い活動を行っています。民生委員制度の源である「済世顧問制度」が岡山県で創設された翌年1918年、
東京に「救済委員制度」が誕生し、東京の民生委員制度は今年で 100 周年を迎えます。これを記念してさらなる地域福
祉への普及と啓発のために、都内各所で、さまざまな事業が開催されています。

東京で民生委員制度が誕生して
今年で 100 年を迎えました 新宿区長が一日民生委員・児童委員になりました

記念パレードが開催されました

費用
無料

受講を希望
する方は必須

施設訪問中の市民後見人

　成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、
判断能力が十分でない人の権利を守る制度です。本人の意思
を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、法律面や
生活面でその方らしい生活をお手伝いします。

　身近な同じ市民としての支えあいの観点から成年後見活動
を行う成年後見人等のことをいいます。新宿区社会福祉協議
会（以下、新宿社協）が市民後見人の活動をサポートします。

成年後見制度とは
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地域の居場所「ふれあい・いきいきサロン」

（1）地域コーディネーター講座
　　　まちの居場所づくりをはじめよう　　　

日時 内容 会場

第 1回 9月 7日（金）
午後 1時 30分〜 4時

開講式
「新宿区の地域課題を知る」

新宿社協
地下 1階会議室

第 2回 9月 14日（金）
午後 1時 30分〜 4時

「居場所づくり活動実践者の話
を聞こう！」

新宿社協
地下 1階会議室

第 3回 9月中旬 居場所活動の見学 各見学先

第 4回
9月 28日（金）
午後 2時〜 4時 45分
（※4時までは公開講座）

「居場所づくりをはじめよう〜
場づくりの基本と場の運営につい
て〜」≪公開講座※下記参照≫
「見学の振り返り」

戸塚地域センター
7階多目的ホール

第 5回 10月 5日（金）
午後 1時 30分〜 4時

「コミュニケーションスキル
アップ講座」
講師：メンタルヘルス工房
　　　鉅鹿健吉氏

新宿社協
地下 1階会議室

第 6回 10月 12日（金）
午後 1時 30分〜 4時

「わたしの居場所づくり発表会」
閉講式

新宿社協
地下 1階会議室

	
（2）公開講座　　　　

日時 内容 講師 会場

9月 28日（金）
午後 2時〜 4時

居場所づくりをはじめよう〜
場作りの基本と場の運営につ
いて〜

NPO法人
れんげ舎
長田英史氏

戸塚地域センター
7階多目的ホール

　地域の方々が気軽に集える居場所づくりをはじめるための講座です。実際の活動を見学いただきな
がら、居場所の意義や運営について学びを深め、居場所の立ち上げを目指します。
　皆さんぜひ、ご参加ください。また、本講座の第 4回は、公開講座として実施します。

対　象 	 区内在住・在勤・在学または区内で活動した
い方で、居場所づくりに興味関心がある方

昨年度講座実施時の様子

　ふれあい・いきいきサロンは、地域住民が運営する地域の居場所です。住民同士がおしゃべ
りなどを楽しみながら、交流を深めることで、住み慣れた地域の中でつながり、支えあい、安
心して楽しく暮らしていけることを目指しています。
　今号では、新しく活動を開始した 2つのサロンをご紹介します。サロンを運
営されている方は、平成 29年度「地域コーディネーター講座・地域のたまり場
を創ろう」に参加された方々です。
　「地域の居場所づくり」の講座は、今年度も開催します。皆さんのご参加をお
待ちしています。
　下記、受講生募集をご覧ください。

新しくスタートしたサロンをご紹介します！

地域コーディネーター講座
「まちの居場所づくりをはじめよう」受講者募集

　5月に自宅開放型のサロン「器あうんの会」が落合第二地区で
始まりました。
　このサロンの代表者は、近所には一人暮らしの方が多く、外出
の機会が少なく、一人で食事をとることも多いという話を聞き、
課題に思っていました。それならば、自宅でみんな一緒にランチ
やお茶をしながら交流しようとい
うことで始まったサロンです。
　プレオープンの日には、初めて
立ち寄る方や、男性の参加もあり、
総勢 20 名以上が参加しました。
参加者同士おしゃべりに花を咲か
せたり、温かいコーヒーを飲みな
がらゆっくりしたり、皆さん自由
に交流していました。 器あうんの会

器
うつわ

あうんの会
　若松町地区の西富久町会内に、今から約３年前、富久クロスコン
フォートタワーというマンションが完成しました。
　町会の副会長には、以前から町内に住んでいる住民たちと、新しい
住民たちとの交流の場を設け、いつまでも住み続けたいと思えるよう
な地域にしたいとの思いがありました。
　まずは、町会を支える世代を中心としたサロンの立ち上げに取り組
み、4月 26日にオープンを迎えました。
　サロンは町会事務所で行われ、参
加者同士のおしゃべりや囲碁・将棋
や麻雀なども楽しめます。また、年
4回は集会室でミニ講座も予定して
います。
　今後は、子どもなどの居場所にな
るような新たなサロンの立ち上げも
視野に入れつつ、月 1回の開催を予
定しています。 富久さくらサロン

富久さくらサロン

新宿社協　地域活動支援課　　
電話：03-5273-9191　FAX：03-5273-3082

問合せ先

申込み締切：8月24日（金）

参加費無料

申込み方法
（1）または（2）の参加希望は、下記までお申込みください。
応募者多数の場合は、抽選とし、結果は落選された場合の
みお知らせします。

定員20名

定員30名

平成
30年度

　NHKの「ガッテン！」で、「人
とのつながりを作ること」が
健康寿命を延ばすために肥満
解消、運動、禁煙よりも効果
的だと紹介されました。つな
がり作りの場として、サロン
活動にぜひご参加ください。

サロンに関心がある方は、新宿社協までお問合せください。

人とのつながりを
作ること
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納涼祭のお手伝いをしよう！高齢者施設での活動
　高齢者施設では、納涼祭の準備や片付け、高齢者と一緒に模擬店
を手伝うなどの活動があります。
　三世代で生活する家族が減り、日常生活で高齢者と触れ合う機会
のない家庭が増えています。
　ボランティア活動を通して、普段は接
することの少ない高齢者の方々と一緒に
過ごしてみませんか。きっと夏休みの楽
しい思い出になるはずです。

障害の理解を深めよう！障害者施設での活動
　2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されることか
ら、近年、障害の理解や支援の関心が高まっています。
　障害者施設では、障害者と一緒に作業を行うボランティア活動があ
ります。
　活動をとおして障害のある方と接することで、障害について知るこ
とができます。
　親子での参加も大歓迎です！ぜひ、ご参加ください。
※障害のある方のオリンピックは、知的障害
者のオリンピック「スペシャルオリンピッ
クス」（2019 年／アラブ首長国連邦	アブ
ダビで開催）や聴覚障害者だけのオリン
ピック「デフリンピック」（2021 年／開
催地未定）もあります。

子どもと触れ合ってみよう！子どもと関わる活動
　「いつでも体験ボランティア」は、活動をとおして普段接する機会
のないような世代の方と交流することができます。
　なかでも子どもと触れ合うボランティアは、毎年多くの学生さん
が参加する人気の活動です。
　未就学児童の見守りやおもちゃで一
緒に遊ぶ活動、プール遊びの付添いや
お祭りのブース補助など、夏ならでは
の活動があります。

親子で参加してみよう！切手整理の活動
　使用済切手が海外の医療支援活動に役立っていることをご存知で
しょうか。全国から寄せられる使用済み切手は、コレクターの方に販
売され、その売上金は、発展途上国における妊産婦支援や医療支援の
活動に役立てられています。
　活動の内容は、使用済切手を指定され
た大きさに切り揃えたり、日本の切手と
海外の切手などの仕分け作業を行います。
　小さなお子様から高齢の方まで、どな
たでも参加できる活動として人気です。

共同募金の配分金などによって支えられています。

「新宿CSRネットワーク」

株式会社エデルタ

　弊社は皆様のビジネスシーンにフィットする ICTソリューションを設計
から保守までワンストップで提供しています。
　創業から 30年以上。銀行・生損保などの金融システムや物流・流通シ
ステムなど基幹システムや業務システムなど、受託開発、自社開発製品、
また顧客事業所内での開発支援など多くの実績を残しました。
　従来の IT 業界では価値創造を実現し、社員と会社の成長を第一に考え
ていましたが、新宿区内の各種イベントを
きっかけに企業の温かさを感じ、当社が生ま
れ育った地域社会が未来に向かってより幸せ
になって欲しい、そしてより深く分かちあい
たいとの思いが芽生えました。
　地域の人々の生活が IT を有効活用するこ
とでより豊かで幸せになれるようなサービス
をご提供出来るよう、末永く地域密着型の活
動や取り組みを行ってまいります。

損害保険ジャパン日本興亜（株）

　当社は、新宿CSR ネットワークの会員企業として、新宿区に拠点を置く他
企業と協働で、清掃や打ち水などの地域活動に参加しています。
　また、市民の方が環境問題への理解と認識を深め、具体的な行動につなげて
いくことを目的に「市民のための環境公開講座」を1993年から毎年開催して
います。毎回環境をテーマにさまざまな分野の講師をお招きする同講座を、今
年も以下の日程で開催します。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
日　程

パート 1 日程 テーマ
生きものの変化と
気候変動を知る

7/24（火）暑くなる地球と生き物の暮らし
7/31（火）小さいヤマネの不思議探検から森と人との在り方を視る
8/7（火）生き物が直面する環境変化	

時　間 	 午後 6時 30分〜 8時 15分
場　所 	 新宿区西新宿 1－ 26－ 1　損保ジャパン日本興亜本社ビル 2階
受講料 	 各パート（全 3回）1,000 円・年間パスポート（全 9回）2,000 円
パート 2は「消費とごみの問題から環境を考える」、パート 3は「わたしたちの暮らしをシフトする」
というテーマで開催します。
詳細・お申込方法はウェブサイト（https：//www.sjnkef.org/kouza/kouza2018/）をご覧くだ
さい。

　新宿 CSR ネットワークは新宿区内を中心にボランティア ･社
会貢献活動に取り組んでいる 26 社の企業で構成されて活動し
ています。毎号 2 社ずつ、各企業が実施している新宿区の特色
を活かした社会貢献活動についてご紹介します。
CSR…企業の社会的責任（corporate social responsibility）の略称

社会貢献活動に
取り組む

　新宿ボランティア・市民活動センターでは、ボランティ
ア初心者の方にも気軽に参加いただけるように、年間を通
じて「いつでも体験ボランティア」を行っています。7月
から 9月の夏休み期間は、子どもや学生、親子で参加しや
すい活動メニューを用意しています。見学もできますので、
お気軽にお問合せください。

　その他、いろいろな活動があります。体験メニューはホームページに
掲載しておりますので、ぜひ、ご覧下さい。

　平成 29年度は、地域のさまざまな活動主体との連携を強化するための専門性とコーディネー
ト力を発揮することを基本に事業を展開しました。ここでは、主な事業の一部をご紹介します。

※「平成 29年度事業報告及び決算報告書（計算書類等）」につい
ては、新宿社協ホームページに掲載しています。

平成29年度決算額：4億7,672万8,915円
事業 拠点区分 決算額

社会福祉
事業

地域福祉推進事業 451,879,995 円
応急小口資金貸付事業 19,457,736 円
共同募金運動事業 5,029,017 円

収益事業 収益事業 362,167 円

　平成 30 年度第 1回理事会・評議員会において、平成
29年度事業報告・決算報告が承認されました。
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株式会社エデルタ 

弊社は皆様のビジネスシーンにフィットする ICT ソリューションを設計から保守までワンストップで提供し

ています。 

創業から 30 年以上。銀⾏・⽣損保などの⾦融システムや物流・流通システムなど基幹システムや業務システ

ムなど、受託開発、⾃社開発製品、また顧客事業所内での開発⽀援など多くの実績を残しました。 

従来の IT 業界では価値創造を実現し、社員と会社の成⻑を第⼀に考えていましたが、新宿区内の各種イベン

トをきっかけに企業の温かさを感じ、当社が⽣まれ育った地域社会が未来に向かってより幸せになって欲しい、

そしてより深く分かちあいたいとの思いが芽⽣えました。 

地域の⼈々の⽣活が IT を有効活⽤することでより豊かで幸せになれるようなサービスをご提供出来るよう、

末永く地域密着型の活動や取り組みを⾏ってまいります。   

 

平成29年度事業報告及び決算について

活動メニュー例

〜活動をとおして、知る！ 見る！ 学ぶ！ 新しい自分の発見へ〜

2018 夏！いつでも体験
ボランティア

（前年度比 7.7％増）

生活支援体制整備事業
　高齢者総合相談センターや主任ケアマネジャーと意見交換会を実施し、
ボランティアによる生活支援活動の紹介など、連携に取り組みました。

災害対策
　区の協働事業制度によりボランティアが運営主体となった「しんじゅく
防災フェスタ2017」の場を活用し、新宿区職員や災害ボランティア登録
者などとともに、「災害ボランティアセンター設置運営訓練」を初めて実
施しました。運営に関する共通理解、社協職員の意識向上を図りました。

●視覚・聴覚障害者交流コーナーが開設
から 5周年を迎えました。

●社協ホームページを改修および、
Facebook の運用を開始しました。



4 SHINJUKU social welfare conference 次回けやき 162号は 9月 20日の発行です。

★新宿社協では視覚障害のある方のために、本誌の『CD』をお貸ししています。ボランティア団体「ぐるーぷ・カナリヤ」さんのご好意によるものです。どうぞご利用ください。

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-17-20　

１
Ｆ

【開所時間】月〜土曜日
午前 10時〜午後 9時

視覚障害者交流コーナー TEL 03-6233-9555
聴覚障害者交流コーナー TEL 03-6457-6100

四　谷	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区内藤町 87　四谷特別出張所内） TEL・FAX 03-3359-9363

牛　込	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区箪笥町 15　箪笥町特別出張所内） TEL・FAX 03-3260-9001

若松町	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区若松町 12-6　若松町特別出張所内） TEL・FAX 03-6380-2204

大久保	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区大久保 2-12-7　大久保特別出張所内）TEL・FAX 03-3209-8851

落　合	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区下落合 4-6-7　落合第一特別出張所内）TEL・FAX 03-5996-9363

淀　橋	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区北新宿 2-3-7　柏木特別出張所内） TEL・FAX 03-3363-3723

ボランティア・地域活動サポートコーナー
【開所時間】月〜金曜日　午前10時〜午後5時 （正午〜午後1時は休み）

東分室 ※平成３０年８月１３日から住居表示が変わります【変更後】新宿区四谷三栄町１０-１６

〒160-0008 新宿区三栄町25  TEL:03-3359-0051・FAX:03-3359-0012
【開所時間】月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時　※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

２
Ｆ

【開所時間】月〜金曜日	
午前 8時 30分〜午後 5時

法人経営課 TEL 03-5273-2941
貸付事業担当 TEL 03-5273-3541
受験生チャレンジ支援貸付事業担当 TEL 03-5292-3250
地域活動支援課（新宿ボランティア・市民活動センター）※ TEL 03-5273-9191
ファミリー・サポート・センター TEL 03-5273-3545
新宿区成年後見センター TEL 03-5273-4522
地域福祉権利擁護事業担当 TEL 03-5273-4523

※地域活動支援課 : 月〜土曜日（祝日除く）　午前 8 時 30 分〜午後 5 時（火曜日は午後 7 時まで）

新宿区社会福祉協議会
高田馬場事務所

ご案内
TEL:03-5273-2941　FAX:03-5273-3082

月
区分 寄附者名 住　　所 寄附物品

４
藤森工業　株式会社 新宿区西新宿 洗顔料・柔軟剤・シャンプーなどの生

活用品多数、パウチフィルム 2500枚

北陸銀行　新宿支店　 新宿区西新宿 新品タオル、消毒用ハンドジェル、使
用済み切手多数

５
株式会社　全労済ウィック 新宿区西新宿 新品タオル多数
株式会社　丸巧 新宿区高田馬場 新品タオル多数
新宿５ロータリークラブ 新宿区西新宿 新品車椅子５台

合　　計 5,739,348　他にもおむつ類やタオル・お米などをご寄附いただき、高齢者施設や子ども、障害者を支援する活動に役立てていただいております。
その他、未使用の物品などがありましたら、新宿社協高田馬場事務所までご相談ください。

（単位 : 円）（単位 : 円）【敬称略】寄 附 物 品 【敬称略】

ありがとうございました !

寄 附 金

こもった心の

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

４

四谷布遊の会 新宿区荒木町 50,000
Naffy 神奈川県川崎市 3,220
熊谷　恵美子 新宿区高田馬場 3,000
四谷春まつり実行委員会 新宿区大京町 5,000
東京土建一般労働組合　新宿支部 新宿区北新宿 200,000
公益財団法人　新宿未来創造財団 新宿区大久保 9,000
永田　良忠 新宿区若松町 11,300

５ 錦織　惠一郎 新宿区北新宿 31,200

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

５

新日本婦人の会　四谷班 新宿区大京町 3,000
岡野　元昭 新宿区中落合 3,000
明治安田生命　新宿支社 新宿区西新宿 133,328
宇田川　照子 新宿区中落合 20,000
新宿区ダンススポーツ連盟 新宿区高田馬場 80,000
株式会社　日本財託 新宿区西新宿 5,000,000

匿名（10名） 187,300

寄附者芳名（平成 30年 5月 31日までの受付分）

ご 寄 附

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内
　中学３年生、高校３年生等※の受験生がいる世帯を対象に、学習塾の
費用や受験料の貸付を無利子で行っています。
　なお、高校、大学等に入学した場合、返済が免除されます。
　また、貸付には、所得制限や連帯保証人（困難な場合は連帯借受人可）等
の条件があります。詳しくはお問合せください。

200,000 円上限

貸付金の種類

中学 3 年生等　受験 4 回（校）まで 27,400 円上限
高校 3 年生等　受験校と学部合計で 80,000 円上限

塾受講料、受験対策講座、通信講座
の受講料など

●学習塾等の受講料貸付金 ●受験料貸付金

中学・高校
3年生対象※

受験生チャレンジ支援貸付事業　TEL:03-5292-3250※中学 3年又は高校 3年に在籍しないで進学を目指す方　（高校・大学等中途退学者、高卒
認定試験合格者、定時制高校 4年生、浪人生、編入希望者等）も対象です。

高校・大学に

入学した場合
返済が免除

日　程 	平成30年8月2日（木）午後6時〜8時
会　場  新宿社協　地下 1階会議室A
	 （新宿区高田馬場 1－ 17－ 20）
参加費 	無料

【内　容】	 近年、新聞などで取り上げられることが多くなった家族信
託について、家族信託のしくみ、家族信託・成年後見制度
のメリットやデメリットなどを、事例を通じて説明します。

【講　師】	 遠藤家族信託法律事務所　所長　遠藤英嗣氏（弁護士）
【対　象】	 区内在住・在勤・在学の方・区民の成年後見人等

日　程 	平成 30 年 9 月 4 日（火）
会　場  新宿社協　地下1階会議室A　（新宿区高田馬場1－17－20）
参加費 	無料

申込み方法

電話・FAX・Eメール・ハガキ・窓口のいずれか。①〜⑤を明記の上、下記までお申込みください。
①氏名（ふりがな）、②申込希望（講座・説明会、または両方）、③区内在住・在勤・在学・区内在住
者の親族を記載、④電話番号（もしくはFAX番号）、⑤本講座・説明会をお知りになったきっかけ

申込み方法
電話・FAX・Eメール・ハガキ・窓口のいずれか。①〜④を明記
の上、下記までお申込みください。
①氏名（ふりがな）、②区内在住・在勤・在学の方・区民の成年
後見人等を記載、③電話番号（もしくは FAX番号）、④本講座を
お知りになったきっかけ

● 任意後見事業説明会 ●
【時　間】	 午後 3時〜 4時
【内　容】	 新宿社協による任意後見事業の内容、

利用方法、利用料金などを担当職員が
説明します。

【対　象】	 区内在住、区内在住者の親族
【定　員】	 40 名　（応募者多数の場合、抽選。

落選者のみ連絡）

● 任意後見講座 ●
【時　間】	 午後 1時 30分〜 2時 50分
【内　容】	 任意後見制度のしくみ、利用まで

の流れをわかりやすく説明します。
【講　師】	 司法書士　伊藤知加子氏　
【対　象】	 区内在住、在勤、在学の方
【定　員】	 40 名　（応募者多数の場合、抽選。

落選者のみ連絡）

〜任意後見講座・任意後見事業説明会〜 要事前申込み・申込締切8月28日（火）まで

要事前
申込み

成年後見人講座

問合せ・
申込み先

新宿区成年後見センター　〒 169-0075 新宿区高田馬場 1 － 17 － 20
TEL：03-5273-4522　FAX：03-5273-3082　 E-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp

今は元気。将来は…　「これから」を考えてみませんか？「家族信託と成年後見制度の違いを知る」

成年後見センターからのお知らせ

４・５

明治安田生命　新宿支社	様 東京土建一般労働組合　新宿支部	様 株式会社　日本財託	様


