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社会福祉協議会（社協）とは･･･
社会福祉法に基づき、地域福祉の向上を目的に区市町村･都道府県･全国に設置されている民間非営利団体です。
住民や地域団体･企業等様々なジャンルの方々と手を携え 『 誰もが安心して暮らしてゆけるまち 』 を目指して、
会費や寄付金等を財源に社会福祉に関する事業を進めており、2010年６月に創設５７周年を迎えました。

地区情報
戸塚 ・ 大久保地区
紹介「大久保地区安全・安心の日」
今年で２回目となる大久保地区安全・安心パトロールは、
地域の方々が中心となって結成された“大久保地域見守り
隊”の活動を広くＰＲするとともに、防犯意識の普及啓発
のため、毎年６月第１水曜日を「大久保地区安全・安心の
日」として一斉パトロールを行っています。
今年は「アンパンマン」の原作者やなせたかしさん寄贈
の防犯マスコット
「新宿シンちゃ
ん」も登場し、総
勢１２０名の隊員
がパトロールに参
加。小学生の下校
を見守りました。

案内 子ども主体のお祭り「ギラギラ祭り」
大勢の方で賑わうお祭りです。是非ご参加ください。
【日時】７月１７日（土）13：00〜15：00
【場所】北新宿第一児童館（北新宿２−３−７）

紹介 三世代交流「わくわくふれあい活動」
北新宿第一児童館が三世代交流を目的に「わくわくふ
れあい活動」を月1回行っています。
今年度初日の活動は、日頃からボランティアでバルー
ンアートを披露している方を講師に、「バルーンアート
作り」を行いました。最初はお年寄りが作り方を学び、
その後お年寄りが子ども達に教え、世代交流が図られま
した。子どもだけでなく大人も風船がうさぎや犬になる
ことに興味深々で、大いに盛り上がりました。

柏木 ・ 角筈地区
紹介 子育てサロン「にこにこ会」
「にこにこ会」は毎週水曜日の１０時〜１１時、北新宿
第一児童館で活動しています。
今年度初日のテーマは「自己紹介」でした。顔見知りの
お友達や新しいお友達との挨拶を終えると、みんな一緒に
なって早々に遊びに熱中。最後はお母さん達によるお面の
絵本の読み聞かせで、色々な顔が出てきてみんなおおは
しゃぎでした。

箪笥町 ・ 榎町地区
募集 囲碁勉強会ボランティア募集!!
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナーにて、
囲碁勉強会を開催しています。ご協力していただけるボ
ランティアを募集していますので、興味のある方はお気
軽にご参加ください。囲碁を習って福祉施設や児童館の
子ども達と一緒に囲碁の楽しさを味わってみませんか？
【日時】毎週火曜日 １０時〜１１時３０分
【場所】箪笥町特別出張所 行政会議室

ボランティア募集情報
個人

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。お気軽にお問合せください。

募集情報に関する問合せ

ＴＥＬ（５２７３）９１９１

障がい者施設

リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

１

病気の後遺症により寝たきりの１３歳の女の子
音楽が大好きな女の子です 要件：女性

学校内の付き添い（代々木）

９
散歩付き添い、作業のお手伝い（弁天町）
知的障害者の通所施設での活動
要件：男女問わず

２

身体障害のある高校１年生の女の子

施設：新宿生活実習所ぽれぽれ福祉園

１０
公園清掃、緑化作業のサポート（高田馬場）
知的障害者の作業を支える活動

いつもニコニコ明るい女の子です 要件：女性

要件：男女問わず

施設：高田馬場福祉作業所

３
生きがいを支える短歌教室（西早稲田）

１１
７月２４日 アトム祭りのお手伝い（高田馬場）

９０歳代の独居女性から短歌を教わる

知的障害者の作業を支える活動
要件：男女問わず

要件：７０〜８０歳代女性・月謝１，０００円

マラソン伴走の付き添い（北新宿）

４

１２
編み物、手芸、小物作りのお手伝い（中落合）
精神障害者の通所施設での活動

視覚に障害のある２０代男性

要件：男女問わず

要件：男女問わず・ペースは散歩程度でも可

通院の付き添い（弁天町）

施設：高田馬場福祉作業所

５

施設：工房『風』

児童関連施設

一人暮らしの９０歳代女性

１３

お話が好きな女性です 要件：女性

７月１４日 こどもまつりのお手伝い（中井）
地域の方々も来館して賑わうお祭り

高齢者施設

要件：男女問わず

お話し相手、見守り（原町）

施設：中井児童館

６
学童クラブのお手伝い（薬王寺）

１４

認知症の方々に寄り添った見守り

元気いっぱいな子供たちと一緒に行う活動

要件:男女問わず 施設:原町高齢者在宅サービスセンター

要件：男女問わず 施設：フロンティアキッズクラブ薬王寺

７

お話し相手、レクリエーション補助（北山伏）

絵本の読み聞かせ、宿題のお手伝い

認知症対応デイサービスでのお手伝い

未就学児や小中学生と関わる活動

要件：男女問わず

要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

施設：あかねデイホーム

お話し相手、昼食調理（高田馬場）

８

お散歩付き添い、遊び相手（北新宿）

認知症対応デイサービスでのお手伝い

緑豊かな鎧神社近くでの活動

要件：男女問わず

要件：女性 施設：よろい保育園

施設：より処 まんまる庵

１５

１６

１７
乳幼児の託児のお手伝い（市谷薬王寺町）

２１
社会復帰を目指す女性達のお手伝い

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り

パソコンやミシンを使用する活動

要件：女性 施設：薬王寺児童館

要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

１８

７月１７日 ギラギラ祭りのお手伝い（北新宿）
子ども主体で開催される賑やかなお祭り
要件：男女問わず

施設：北新宿第一児童館

１９
７月７日 乳幼児の託児のお手伝い（信濃町）
子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り
要件：女性 施設：信濃町子ども家庭支援センター

その他
２０
使用済みカードの仕分け等（市谷田町）
国際協力のお手伝い
要件：男女問わず・学生不可

団体：ジョイセフ

２２
受付や入院患者への食事補助（津久戸町）
総合病院内でのお手伝い
要件：男女問わず

団体：東京厚生年金病院

２３
エプロン作り・切手の整理（高田馬場）
地域の方々とふれあいながら行う作業
要件：男女問わず

団体：新宿区社会福祉協議会

社会福祉協議会の各ボランティア・地域活動
サポートコーナーでも、切手の整理や小物作り
等のボランティアを募集しています。
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。

ご提供ください
切手
新宿区社会福祉協議会

固形 石けん
ジョイント
若年認知症社会参加支援センター

消印が押され用済みになった切手が、海外医療協力
など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。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必ず切り
捨ててください。
【住所】高田馬場１−１７−２０
【電話】０３−５２７３−９１９１

若年認知症の方の通所センターです。「デコパー
ジュ石けん」という物を作っていますが、材料となる
固形石けんが不足しています。お手元にございました
ら下記までお送りください。
【開所日】火曜・木曜のみ
【住所】新宿１−３２−１１ 山口ビル３階
【電話】０３−５３１２−０６４４

ベルマーク

ミシン

新宿区社会福祉協議会

新宿区社会福祉協議会

ベルマークが海外医療協力などのために役立ちます。
外枠に沿って切り取った物をお送りください。
【住所】高田馬場１−１７−２０
【電話】０３−５２７３−９１９１

布製品の製作活動を行う戸塚地区のサロンでは、今
後さらに小物作りの活動を広げていきたいと考えてい
ます。そこでミシンを寄付いただける方を募集してい
ます。電動、手動は問いません。
【住所】高田馬場１−１７−２０
【電話】０３−５２７３−９１９１

情報掲示板
募

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。

イベント・講座

集

介護支援ボランティア・ポイント事業
講習会

おもちゃ学芸員（ボランティア）養成講座

区内高齢者施設でのボランティア活動に応じてポイントが貯
まります。貯まったポイントは年末に換金することができます。
【対 象】６５歳以上の区民の方。
【日 時】６月２８日（月）１４:３０〜１６:００
【場 所】新宿区社会福祉協議会地下会議室
【定 員】３５名
【問合せ】新宿区社会福祉協議会 ＴＥＬ ５２７３−９１９１

ぬくもりだより配布協力員
参加者大募集！！

（２０１０年９月より）

２

区が発行する「ぬくもりだより」を７５歳以上の一人暮らしの
方にお届けする活動です。ご希望の人数・地域に応じて活動
ができるよう、コーディネーターがサポートします。
６５歳以上でご希望の方には、上記介護支援ボランティア・
ポイント事業でのポイントをお貯めすることができます。
【問合せ】新宿区社会福祉協議会 ＴＥＬ ５２７３−９１９１

老人給食協力会 ふきのとう
調理・配達ボランティア

５

１ 東京おもちゃ美術館

３

「地域は一つの家族」をテーマに、食事サービス・ホームヘル
パー等の事業を行なっています。
【日 時】平日８:３０〜１８:００の間で応相談
【内 容】お弁当の調理・配達・その他ホームヘルプ等
【場 所】老人給食協力会ふきのとう（小田急線「千歳船橋」）
【問合せ】老人給食協力会ふきのとう ＴＥＬ ３７０６−２５４５

おもちゃ学芸員はおもちゃの文化や歴史の基本知識を有し、
手作りおもちゃを上手に子どもたちに指導できる専門家です。
【対 象】18歳以上で、東京おもちゃ美術館で定期的にボラン
ティアを行なう意思のある方
【日 時】７月１０日（土）１１日（日）１０:００〜１６:００
【会 場】東京おもちゃ美術館
（新宿区四谷４−２０四谷ひろば内）
【費 用】受講料４，０００円 ・ エプロン代２，０００円
ＮＰＯ法人日本グッド・トイ委員会会費５，０００円
【定 員】２０名
【問合せ】ＮＰＯ法人日本グッド・トイ委員会 ＴＥＬ５３６７−９６０１

６

劇団ふぁんハウス第19回公演
「ざ・クリーンキーパー」

視覚障がいのある人とない人が入り混じながら創意工夫をこ
らし活動している劇団の公演です。視覚・聴覚に障害のある方
へ音声ガイド・ガイドヘルプ・台本レンタルをご用意しています。
【日 時】７月２日（金）１９:００開演
７月３日（土）４日（日）１４:００開演
【場 所】赤坂コミュニティぷらざ内 赤坂区民センター
【料 金】当日 大人２，８００円、中学生以下１，８００円
【問合せ】劇団ファンハウス事務局 ＴＥＬ ３５５９−８６６３

社会福祉協議会より
♪会員募集中♪ 誰もが安心して暮らせるまちづくりのため

活動助成
財団法人みずほ福祉助成財団

４

障害児者の福祉向上を目的とする事業への助成
【内 容】障害児者の福祉向上を目的とした事業・研究
【期 限】２０１０年７月末日
【問合せ】財団法人 みずほ福祉助成財団 事務局
ＴＥＬ ３２０１−２４４２

に、ぜひ会員としてご参加ください。
【年会費】 普通会員：１口 500円以上
特別会員：１口 2,000円以上
団体会員：団体の規模に応じた任意の額

♪地域支えあい活動助成金♪
地域福祉の向上を図ることを目的とした助成を行なっていま
す。詳しくはボランティアセンターへお問い合わせ下さい。
【申請受付期間】 第３期 ７月１日（木）〜８月３１日（火）

TEL.5273-9191 / 3541 FAX.5273-3082
新宿 ボランティア
市民活動センター

o

mail.shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
URL.http://www1a.biglobe.ne.jp/s-shakyo/

〒１６９−００７５ 新宿区高田馬場１−１７−２０
開所日時 ： 月曜〜金曜日 ８時３０分〜１７時１５分

掲載
には
本紙 い情報を
されな 電話へ
携帯 信中！
配
随時

※７月より土曜日開庁 時間上記の通り
※火曜日は１９時まで （ボランティア市民活動センターのみ）
落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー
落合第一

TEL.FAX:5996-9363

担当：斉藤

落合第二

TEL.FAX:3359-9363

担当：高木

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

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
TEL.FAX:3363-3723
担当：落合

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

戸塚
大久保

ファミリー・サポート・センター

専用ＱＲコード

四谷
若松町
柏木
角筈

TEL.5273-3545

