
NO 分野 地区 町名 活動先 活動内容 活動期間・日時等 体験の可否

1
ボランティ
アグルー

プ等
落合第一 下落合1 下落合図書館

【本の配架、書架の整理】
返却された本を棚に戻したり、書棚の整
頓を行う活動です。オリエンテーションが
あるので、事前に活動について確認した
り、相談したりすることができます。本好
きの方、歓迎です。
※中学生以上
※親子参加可（乳幼児不可）

休館日（火曜）以外（時間応相談）

○

2
ボランティ
アグルー

プ等
落合第一 中落合２

【団体名】
落一環境アドベンチャー
【活動先】
集合：落合第一特別出張所
解散：新宿清掃事務所

【地域清掃活動】
落合第一地区圏内のゴミ拾いの活動で
す。
地域の方と一緒に行います。

※親子参加可

9月15日（水）10時～12時
※8月は休み
※10月以降は毎月15日
　　13時30分～15時30分

○

3 高齢者 落合第一 下落合４
有料老人ホーム
ソナーレ目白御留山

【畑作業】
施設敷地内の畑で、利用者さんや職員
の方と一緒に野菜を育て、収穫するまで
の作業を行います。ある程度知識や経験
がある方歓迎です。

【手工芸の講師】
30分～１時間程度の時間内で作品を制
作します。絵葉書制作など、活動内容は
何でも構いません。特技を活かしてみま
せんか。

【話し相手】
施設の利用者さんに寄り添い、お話しを
聞いてください。

※いずれも親子参加不可

月～土曜日(時間応相談) ○

4 高齢者 落合第一 中落合２
特別養護老人ホーム
聖母ホーム

【植栽の水やり・手入れ】
施設の外に植えられた庭木・花の水やり
を中心に活動します。先輩ボランティアさ
んと一緒の活動となります。どなたでもご
参加いただけます。
※親子参加可

土曜日　10時～12時 ○

5 高齢者 落合第一 上落合１ デイサービスあおぞら

【レクリエーションの補助】
レクリエーション活動中の場の盛り上げ
や、利用者の方ができない部分のサ
ポートをお願いします。

※親子参加可
※当日13時からオリエンテーションあり

月～土曜日　13時30分以降
（活動時間は応相談〉 ○

6 高齢者 落合第二 西落合４ ベストリハ西落合

【麻雀の相手】
利用者さんと一緒に麻雀をしてくれる方
を募集しています。
利用者の中には、認知症がある方もい
らっしゃいます。ご理解いただき、勝負に
こだわらず、一緒に楽しんでいただける
方をお待ちしています。

火・水・金曜日（時間は応相談） ○

7 高齢者 柏木 北新宿4
有料老人ホーム
せらび新宿

【園芸・庭や畑の手入れ】
老人ホームの裏庭で、庭や畑の手入れ、
水やり、清掃、整備等を行うボランティア
活動です。活動日時はご自分のペース
で調整できます。継続して活動できる方、
親子参加も歓迎です！屋外での活動と
なるため、ご自身での体調管理をお願い
します。

【日常生活のお手伝い】
利用者と一緒に過ごし、利用者さんので
きない部分の補助をお願いします。例え
ば、散歩の同行や話し相手、レクリエー
ションの補助などを活動いただきます。

月～金曜日（時間応相談） ○

新宿社協および施設等でできるボランティア活動

　現在募集中のボランティア情報をご案内します。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受
入れ人数の制限があります。また、状況によっては、活動休止や活動内容が変更になる場合もあります。
詳細は下記へお問合せください。

活動される皆さまへ【感染拡大防止のため以下の取り組みにご協力ください】
・活動時は、マスクの着用、手指のアルコール消毒、咳エチケットにご協力ください。
・発熱や体調不良等の場合は、活動をご遠慮ください。
・会話はお互いに一定の距離を保ってください。
・筆記具などの備品は、できるだけご自分のものを持参してください。
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8
ボランティ
アグルー

プ等
角筈 西新宿４ 角筈図書館

【本の配架、書架の整理】
返却された本を棚に戻したり、書棚の整
頓を行う活動です。

休館日（月曜）以外（時間応相談）

○

9 高齢者 角筈 西新宿４ 西新宿シニア活動館

【PC・スマホの操作支援】
館を利用する高齢者の方々に、PCやス
マホの操作方法を教えるボランティア活
動です。学生さんの参加も大歓迎です。

水曜日以外（時間応相談） ○

10 児童 角筈 西新宿４ 西新宿児童館

【子どもの遊び相手・館内消毒な
ど】
館を利用する子どもの遊び相手や、定期
的に行われる館内消毒、館内整備のお
手伝いをしてくれるボランティアを募集し
ます。

※中学生以上
※事前面談あり

土・日・祝日のみ
午後13時～18時 ○

11 その他 区内 区内 宿所提供施設

【折り紙・押し花・絵画の指導者】
初心者でも楽しめる、折り紙・押し花・絵
画などの娯楽行事を指導してくださるボ
ランティアを募集しています。特技を生か
した活動ができます。固定で来ていただ
ける方を希望します。様々な事情を抱え
た方たちが入居されているため、個人情
報への配慮が必要になります。

毎月・第3金曜日　13時30分～15時30
分
（祝日の場合は変更の可能性あり）
期間：4月1日～3月31日

×

12 その他 区内 区内 宿所提供施設

【ネイルの指導】
利用者が自分でもできるくらいのネイル
を施していただく活動です。固定（1年間
程度）で来ていただける、女性のボラン
ティアを希望します。様々な事情を抱えた
方たちが入居されているため、個人情報
への配慮が必要になります。

毎月1回（平日）
13時30分～15時30分
曜日・時間応相談

○

13 その他 区内 区内 更生施設

【書道の指導者】
書道に親しむために、指導をしてくださる
ボランティアを募集しています。利用者に
書道を楽しんでもらうために活動してい
ただける方を希望します。施設の特性
上、利用者の個人情報への配慮が必要
になります。

毎月1回～（火曜または木曜）
13時30分～15時 ×

14 高齢者 区内 区内 区内の高齢者宅

【地域見守り協力員事業】
地域見守り協力員（ボランティア）として、
情報紙「ぬくもりだより」を配布しながら、
玄関先でのあいさつや声かけを通して高
齢者の生活を見守ります。地域の支えあ
い活動の一環です。感染予防対策を講じ
活動していただきます。

月2回程度 ×

15 児童 戸塚 高田馬場 東京大志学園

【小中学生の話し相手・遊び相手、
学習補助等】
　不登校の小中学生の学校復帰を支援する
活動です。本校に通学する児童・生徒との話
し相手や、学習（英語、数学・算数、国語、理
科、社会等）の補助をいただけるボランティア
を募集しています。学校復帰を目指している
子ども達の繊細な心に寄り添っていただける
方、大学生も歓迎です。

平日週1回程度
（4時間以上の参加をお願いします）
活動への参加、詳細のお問合せは下
記へご連絡ください。
TEL:03-5155-8845
FAX:03-5772-3822
mail:tokyo_info@kodomo-zaidan.net

【場所】
東京大志学園
（高田馬場1-16-17 4階）

×

16 その他 区外 区外 NPO法人　希望の車椅子

【車椅子のクリーニング・整備】
　使われなくなった車椅子を磨き、整備して
海外に寄贈しています。”希望”を届ける活動
に参加してみませんか？自転車や車の整備
が好きな方歓迎です！

火曜日　10時～16時（時間内出入り自
由）
※感染対策のため事前予約制です。
　 下記へお問合せください。
TEL:03-5934-4004
mail:info@k-kurumaisu.org
【場所】
聖書キリスト教会5階
（練馬区豊玉北1-12-3）

○



　本情報で直接参加することはできません。活動をご希望の方は、下記新宿区社会福祉協議会高田馬場事
務所、東分室、各ボランティアコーナーまでお問合せ下さい。

【問合せ】
高田馬場事務所　TEL03-5273-9191   FAX03-5273-3082
東分室　            TEL03-3359-0051   FAX03-3359-0012
箪笥町ボランティアコーナー　TEL/FAX03-3260-9001　　　落合第一ボランティアコーナー　TEL/FAX03-5996-9363
若松町ボランティアコーナー　TEL/FAX03-6380-2204　　　落合第二ボランティアコーナー　TEL/FAX03-6908-1131
大久保ボランティアコーナー　TEL/FAX03-3209-8851　　　柏木ボランティアコーナー　　　TEL/FAX03-3363-3723

※体験：1～2回程度のボランティア体験ができます。


