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「サクラ」 撮影：若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」
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「ボランティアセンター 新体制が始動 !!」
地域の皆さんが主役となって助け合いのまちづ
くりを進められるよう、皆さんの活動を隅々ま
でサポートします！ 地域活動支援課長 田宮

落合第一・第二地区
皆さんの想いと笑顔をつなぎます！
今年度も地区担当皆で頑張ります！
阿部・鈴木（一）・竹内
斉藤・鈴木（孝）・石川

柏木・角筈地区
地域性豊かな淀橋の多様な活動の広がり
とその出会いを支えます！皆さんの想い
を形にする応援をします！
横田・田中・笹岡・落合・小磯

四谷・若松地区
歴史のまち四谷。人情あふれる若松。 皆さんの出会いの場
を応援していきます！ 丸山・石岡・高木・佐々木・黒田

戸塚・大久保地区
文化を超え、世代を超えてつながる多彩なまち。
皆さんと一緒にユニークなまちづくりを目指し
ます！ 滝上・中山・風見・瀬戸・鈴木（美）

箪笥・榎地区
「できるときに、できることを」
地域の皆様と一緒にボランティア
活動の輪を広げます！
菊池・出店・寺澤・菅生・生川
総合調整・相談担当
様々な角度から皆さんの想いをサポート
します！ 丸山・三河・今井・市成・島
ファミリーサポートセンター
地域の子育て支援活動をサポートしま
す！
山口・越智・勝田・前田

ボ ラ ン テ ィ ア
情報コーナー

個人からの相談では、最初の顔合わせの際に社協
職員が同行します。お気軽にお問い合せください。

募集情報に関する問合せ

個人

ＴＥＬ（５２７３）９１９１

児童関連施設
１

学校内の付き添い @戸塚

８

子どもの居場所づくり @北山伏

今春より入学予定の男の子（ダウン症）２名

子どもの見守り、託児、遊び相手など

要件：男女問わず・謝礼あり

要件：男女問わず 施設：子育て支援施設 ゆったりーの

お話し相手、散歩付き添い @四谷

２

難病療養中の５０歳代男性

昔遊びや工作のお手伝い

要件：女性

要件：女性 施設：保育室 シェ・マミー

リハビリのお手伝い

３

@市谷加賀町

９

保育室のお手伝い @市ヶ谷

１０

託児のお手伝い @北新宿

筋肉をほぐす等、簡単なリハビリのお手伝い

散歩付添い、遊び相手など

要件：女性

要件：女性 施設：保育園 よろい保育園

４

お散歩の付き添い @中落合

その他

８０歳男性
要件：女性

１１

切手整理 @高田馬場
５

通院の付き添い ＠弁天町

寄付用の切手を整理
要件：男女問わず

新宿区社会福祉協議会にて

９０歳女性

エプロン作り @高田馬場

要件：女性

１２

施設等、食事の際に使用するエプロンを作成
要件：男女問わず

高齢者施設
６

整髪のお手伝い @牛込

ご提供ください

入浴後のドライヤー、整髪のお手伝い
要件：女性 施設：特別養護老人ホーム あかね苑

障がい者施設
７

施設内のお手伝い @戸塚
散歩付添い、配膳・片付け、一芸披露など
要件：男女問わず

２

施設：高齢・障害施設

けやき園

新宿区社会福祉協議会にて

切手
消印が押され用済みになった切手が、再び海
外医療協力のために役立ちます。国内外の切手
問わず、未使用の切手も集めています。
ぜひご協力ください！
切手の周囲（消印部分を含め）約２センチ以
上を切り取ってお送りください。

【注

意】個人情報が記載されている部分は

volunteer

必ず切り捨ててください。

報「各地区ごと
情
地区
落合ボランティア・地域活動
サポートコーナー

地域の輪！中井町会

様々な活動が 行われています !!」
落合第一
落合第二

３月２０日（土）

サポートコーナー

柏木
角筈

サポートコーナー

視覚障害疑似体験

３月２６日（金）

淀橋地区で行われたボランティア連絡会では、アイマス
クをしての視覚障害疑似体験の他に、地元にお住まいの視
覚障害当事者の方のお話や、都視覚障害者生活支援セン
ター職員からサポートのコツ
等についてお話を伺う盛りだ
くさんの内容でした。
グループ交流では、「どう
やってサポートを申し出たら
よいか」「近所で会ったらぜ
ひお声かけしたい」等のご意
見がありました。

落合地区中井御霊神
社で、毎年恒例のお餅
つき大会が開催されま
した。三世代が地域の
恵みを受け、大きく
育っています。
主催：中井町会
参加者：約150名

牛込ボランティア・地域活動

淀橋ボランティア・地域活動

箪笥町
榎町

長延団地自治会の活動紹介
団地内の高齢者の外出機会を増やし、地域の繋がりを広
げようという主旨のもと、６年前に始まった「水曜会」で
は、毎週水曜日に団地内集会室にて住民が集まり、おしゃ
べりやお茶を楽しんでいます。
団地内では水曜会の他にも、亡くなられた方の葬儀に代
わる会費制のお別れ会を開催しています。また、毎月行わ
れている清掃参加者に対する感謝の気持ちとして、毎年
５・１０・１２月は団地内中庭で立食パーティーも行って
います。これら一連の活動は、横の繋がりを大切にしてい
る長延団地自治会の思いを感じられますね。

大久保ボランティア・地域活動
サポートコーナー

第１７回 五月まつり

戸塚
大久保

大久保地域センター

5月8日（土）9日（日）午前10:00～午後４:00
大久保地域センターにて「五月まつり」が開催されます。
9日は社会福祉協議会も参加し、高齢者疑似体験コー
ナーを設けます。手伝っていただけるボランティアも募集
しておりますので、関心のある方はお問い合わせください。

コーナー職員が変わりました

新

国籍も文化も言葉も異なる人々が多く暮らす大久
保で、皆が共生できる社会づくりを皆さんと一緒に取
り組んでいきたいと思っています。
風見

四谷ボランティア・地域活動
サポートコーナー

四谷
若松町

コーナー職員が変わりました
退任 短い間でしたがお世話になりました。四谷がますま
す楽しく暮らしやすい街になることを願っています。
水谷
新 ひとつひとつの出会いと関わりを大切に、地域の
方々と共に歩んで行きたいと思っています。
高木

３

それぞれのボランティア・地域活動サポートコーナーで、切手の整理や小物作り等のボランティア
を募集しております。関心のある方は、次ページ下の各コーナーまでお問い合わせください。

情報掲示板

お問合せ、お申込みについては
各問合せ先までご連絡ください

information

０５

ＮＰＯ有終支援 いのちの山彦電話

イベント・講習

電話相談ボランティア

０１

ネイチュア・フィーリング自然観察会
at２００９新宿御苑みどりフェスタ

ハンディの有無や世代の違いを超え、皆で新宿御苑の自然を
感じ、春のひと時をみなさんと一緒に楽しみます。
【日 時】４月２９日（木・祝） 午前１０時～正午 ※雨天中止
【会 場】新宿御苑
【問合せ】財団法人日本自然保護協会 ＴＥＬ３５５３-４１０５

フォーラム「子どものほんとうの気持ち」 ０２
“よういくひの日”キャンペーンイベント
養育費未払い等の問題を通して子育てについて考えます。
【日 時】４月１９日（月） 午後６時３０分～
【会 場】東京ウィメンズプラザ 大ホール
【参加費】１，０００円
【問合せ】ＮＰＯ法人Wink ＴＥＬ６６８５-６４１５

【内 容】当事者やご家族の悩みを受け止める相談活動です。
０５
電話の応対は下記の日時・場所で研修を実施します。
【日 時】６月１８日（金） 午後１時～４時
【場 所】東京ボランティア・市民活動センター
【問合せ】ＮＰＯ有終支援 いのちの山彦相談
ＴＥＬ３８２７－５３１８

エコビレッジ国際会議ＴＯＫＹＯ

【内 容】会場設営、受付、チケット販売、ステージ運営など
【日 時】５月２８（金）、２９日（土）、３０日（日）
午前８時～午後９時(予定）
【場 所】城西国際大学 紀尾井町キャンパス
【問合せ】ＮＰＯ法人ビーグッドカフェ
E-mail:ev_staff@begoodcafe.com

活動助成

０４
０３

点字ボランティア養成講習会
東京ヘレン・ケラー協会

点訳ボランティアの養成を目的とした点字講習会です。
【日 時】５月１１日～９月７日までの毎週火曜日 全１６回
午前１０時～正午
【場 所】東京ヘレン・ケラー協会 ３階ホール
【問合せ】東京ヘレン・ケラー協会 ＴＥＬ３２００-０９８７

ニッセイ財団

０７

高齢社会に関する実践的研究への助成
【内 容】高齢社会に関する研究、及び先駆的な事業等
【期 限】①実践的研究助成：６月１５日（火）
②先駆的事業助成：５月３１日（月）
【問合せ】ニッセイ財団 高齢社会助成事務局
ＴＥＬ０６-６２０４-４０１３

募集

お知らせ

０４

東京大学付属病院

０６

ボランティアスタッフ

ふれあい・いきいきサロン

院内ボランティア
【内 容】受診手続き、院内ガイド、車椅子介助、行事の補助等
【日 時】月～金曜 ※時間はお問合せください。
【場 所】東京大学医学部付属病院
【問合せ】東京大学付属病院 医務課 ＴＥＬ３８１５-５４１１

０８

冊子を差し上げています！
実践の手引きと活動事例集Ｖｏｌ５ができました！自宅近くのサ
ロン探し、サロンの立ち上げ方法など、地域活動への参加に
ご活用ください。その他、お気軽にお問い合わせください。

TEL.5273-9191 / 3541 FAX.5273-3082
mail.shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp

新 宿 ボ ラ ン テ ィ ア URL.http://www1a.biglobe.ne.jp/s-shakyo/
市民活動センター 〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０
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開所日時：月曜～金曜日

落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:5996-9363

担当：斉藤（さいとう）

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3260-9001

担当：寺澤（てらさわ）

大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3209-8851

担当：風見（かざみ）

午前８時半～午後５時１５分
※火曜日は午後７時まで

掲載
には
本紙 い情報を
されな 電話へ
携帯 信中！
配
随時

落合第一
落合第二

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー

箪笥町
榎町

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー

戸塚
大久保

TEL.FAX:3359-9363

TEL.FAX:3363-3723

担当：高木（たかぎ）

担当：落合（おちあい）

ファミリーサポートセンター

n

専用ＱＲコード
四谷
若松町
柏木
角筈

℡.5273-3545

