福祉のことなら何でもご相談ください

社協のしおり
みんなでつくる
ひとがつながる

やさしいまち

社協はこんな仕事をします
地域の活動を応援します
ボランティア活動を応援します
在宅生活のお手伝いをします
子育てを応援します
権利を守ります
自立した生活のお手伝いをします

墨田区社会福祉協議会
ホームページ

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会

墨田区社会福祉協議会
フェイスブックページ

安心して暮らせるように

「すみだ福祉サービス
権利擁護センター」

成年後見制度のことをもっと知りたい！
成年後見制度利用支援【相談無料】
成年後見制度に関する情報提供や相談、親族後見人の
支援などを行っています。成年後見制度のことでご不明
な点がありましたら、ご相談ください。

困ったことが起きた！
弁護士による法律相談【相談無料／要予約】
毎月第３木曜日 午後１時半〜４時半
●判断能力が十分ではない方とその関係者からの相談
●親族後見人からの相談
●福祉サービスを利用している方からの苦情に対する法
律的な助言

苦情をきいて！
福祉サービスに関する苦情受付【相談無料】
福祉サービス利用者の苦情を受付け、必要に応じて弁
護士などの専門家による『すみだ福祉サービス苦情調
整委員会』により、苦情解決へ向けて事業者との調整を
行います。
* 介護保険についての苦情は、国民健康保険団体連合
会や墨田区役所介護保健課が受付けます。

福祉の契約を手伝って！
福祉サービス利用援助
（地域福祉権利擁護事業）
【有料サービス】
判断能力が十分ではない方に、次のお手伝いをします。
●福祉サービスの利用方法や手続などの相談
●日常生活に必要な預貯金の払戻し、公共料金などの
支払
●日頃使わない大切な書類の保管

信頼できる後見人がいない！
法人後見事業【有料サービス】
センターは社会福祉法人として後見人になることができ
ます。法人として行うので、長期間の寄り添う支援がで
きます。

地域に何か貢献したい！
市民後見人の養成・支援
判断能力が十分でない方の生活を支える担い手として、
市民後見人の養成を行っています。地域の方を支えるボ
ランティアとして、活動しませんか？
募集時期についてはお問合せください。

お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い
権利擁護担当
フ

ク

シのワ

☎ 0 3 − 5 6 5 5 −2 9 4 0

〈問合せ・相談〉
月〜金 午前９時〜午後５時

資金でお困りの方へ
「生活福祉資金貸付事業」
「応急小口資金貸付事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練
促進資金貸付事業」

低所得者、高齢者、障害者、離職者、ひとり親世
帯等に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行
うことにより、その世帯の生活の安定と経済的
自立を図ることを目的とする事業です。
詳 細 は ご 相 談 く だ さ い
福祉資金担当

☎ 0 3 −3 6 1 4 −3 9 0 2

〈問合せ・相談〉
月〜金 午前９時〜午後５時

墨田区社会福祉協議会のごあんない
すみだボランティアセンター
〒131-0032 墨田区東向島二丁目17番14号
1階 墨田区社会福祉協議会
（代表電話）
1階 すみだボランティアセンター
2階 すみだ福祉サービス権利擁護センター
権利擁護担当
福祉資金担当

TEL 03‐3614‐3900
TEL 03‐3612‐2940

FAX 03‐3610‐0294
FAX 03‐3610‐0294

TEL 03‐5655‐2940
TEL 03‐3614‐3902

FAX 03‐3612‐2944
FAX 03‐3612‐2944

●東武鉄道(伊勢崎線)
東武曳舟駅下車 1分

すみだボランティアセンター案内図
至白髪橋
東向島一丁目
バス停

至北千住

東向島二
カメラ店

り

宝くじ
売り場

東武

公
園

曳舟

駅

●都バス(里22)
日暮里駅〜亀戸駅前
東向島広小路下車 6分

明治通り

曳舟たから通

至言問橋

水戸街道

●京成電鉄(押上線)
京成曳舟駅下車 5分

至四ッ木橋

交

●都バス(草39)
金町駅前〜浅草寿町(上野松坂屋前)
東向島一丁目下車 3分

向島郵便局

●都バス(錦40)
南千住駅東口〜錦糸町駅前
墨田区曳舟文化センター前下車 5分

曳舟文化センター
バス停

東京曳舟病院

イトーヨーカドー

曳舟文化センター

京成
曳舟駅

至亀戸

至押上

至青砥

至浅草 至押上

曳舟川通り

●墨田区内循環バス
北西部ルート
曳舟文化センター下車 5分

●福祉なんでも相談●
「福祉に関する相談やサービスの担当窓口が分からない」
「困りごとはあるけれど、
どこへ相談すれ
ばいいかわからない」
という方のため、
お話を伺い、
内容を整理し、
解決の方法を一緒に考えます。
また、
関係する専門機関等を案内いたしますので、
お気軽にご相談ください。
【相談無料】

TEL ０３−５６５５−２１２１

すみだボランティアセンター分館
〒130-0014 墨田区亀沢三丁目20番11号 関根ビル４階
すみだボランティアセンター分館 事務局
TEL 03‐5608‐2940
すみだハート・ライン２１事業室
TEL 03‐5608‐8102
すみだファミリー・サポート・センター
TEL 03‐5608‐2020
ミニサポート事業
TEL 03‐5608‐3246

FAX
FAX
FAX
FAX

03‐5608‐2944
03‐5608‐2944
03‐5608‐2944
03‐5608‐2944

●分館には駐輪場と駐車場がありません。
自転車は外手児童館学童クラブ分室駐輪場をご利用ください。

●ＪＲ(総武線)
錦糸町駅下車 12分

外手児童館学童クラブ分室駐輪場
三ッ目通り

一方通行▼

▲一方通行

両国駅

都営地下鉄
大江戸線

清澄通り
江戸東京
博物館

YKK

●東京メトロ(半蔵門線)
錦糸町駅下車 12分
●ＪＲ(総武線)
両国駅下車 11分

亀沢四丁目
バス停

亀沢二

北斎通り

亀沢四

JR総武線

京葉道路

緑一

至錦糸町駅

ガソリン
スタンド

一方通行▼

亀沢三丁目
バス停 ▲一方通行

野見宿禰神社入口
バス停

至両国駅

コイン
パーキング

すみだボランティアセンター 分館

緑三

●都営地下鉄(大江戸線)
両国駅下車 6分
●都バス(業10)
新橋〜業平橋駅前
亀沢四丁目下車 2分
●墨田区内循環バス
南部ルート
亀沢三丁目下車 1分
野見宿禰神社入口下車 1分
※このしおりは再生紙を使用しております。

ホームページ

https://www.sumida-shakyo.or.jp/
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