
8面 1面

110号 平成21年（2009年）6月5日発行 第110号平成21年（2009年）6月5日発行新宿社協だより「けやき」

　社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づき
各市区町村に設置されている地域福祉の推
進を目的に住民や地域団体を会員として成
り立つ民間の非営利団体です。
　新宿区社会福祉協議会では、福祉サービス
を必要とする方々だけではなく、まちで暮ら
す人々すべてを対象に地域福祉を推進して
います。
　地域共有の課題や、一人ひとりの暮らしの
課題の改善・解決に向けた活動を、区民の皆
さまをはじめ、市民活動団体、事業者・企業、
行政等、地域社会を形づくる多様な立場の
方々とともに取り組んでいきます。

社会福祉協議会とは……

新 宿 社 協 だ よ り
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地域活動支援事業（59,095千円）
ボランティア・地域活動推進事業
●体験ボランティア学習会の開催
●ボランティア・市民活動の総合相談・支援等
●ボランティア・市民活動情報紙の発行
●地域・学校等における福祉教育の推進
●NPO・地域活動団体相互間のネットワーク支援
●ボランティア・市民活動センターの運営
●ボランティア・地域活動サポートコーナーの運営
●災害ボランティア講座等各種講座の開催
●暮らしのサポート事業

地域協働事業
●自然体験のつどい
●コミュニティづくりの推進
（推進地区における実践）

地域活動助成事業
●地域団体への事業助成
●ふれあいのまちづくり事業助成
●ボランティア団体への助成

区受託事業
●ふれあい訪問・地域見守り協力員事業
●地域支え合い活動推進事業
●高齢者困りごと支え合い事業
●介護支援ボランティア・ポイント事業

在宅福祉生活支援事業（69,294千円）
相談事業
●ふれあい福祉相談

在宅福祉事業
●財産保全サービス
●ハンディキャブ運行
●車椅子貸出

緊急援護事業
●住所不定者の緊急援護
●緊急保護を必要とする女性への援助

区受託事業
●手話通訳者派遣事業
●成年後見制度利用推進事業（成年後見センター運営）

東京都社協受託事業
●生活福祉資金貸付事業
●地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

法人経営事業（287,719千円）
組織運営事業
●理事会・評議員会
●法人管理
●広報事業
●経営計画進捗管理
●事業成果報告書・評価プログラムの作成
●民生委員・児童委員協議会との連携

ファミリーサポート事業（16,952千円）
●地域の中の子育て支援と児童の福祉向上を目的と
した会員制の相互援助活動

高年齢者就業支援事業（16,267千円）
●高年齢者の無料職業紹介・求職支援・求人開拓・就業
相談・合同就職面接会の実施

応急小口資金貸付事業（23,286千円）
●生活困窮世帯で緊急を要する不時の出費等につい
ての貸付

共同募金運動事業（22,367千円）
●歳末たすけあい運動
●募金による援護
（乳児院幼児・交通遺児・在宅重度障害者・女性更生
保護施設入所者への見舞金品）

●赤い羽根共同募金運動

いきいき資金融資事業（6,603千円）
●高齢者のための資産活用

※上記の予算額は、経理区分間繰入金収入（支出）12,012千円を減額した額です。
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だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティの実現をめざして

●相談
　・子育て（ファミリー・サポート）…………
　・成年後見・権利擁護………………………
　・高年齢者のお仕事（新宿わく☆ワーク）…
　・なんでも相談 ……………………………
　・ボランティア相談 ………………………
●お知らせ
　・助成金について …………………………
　・夏体験ボランティア ……………………
　・新宿社協冊子（無料）のご紹介 …………
●社協について
　・経営計画2009～2013について ………
　・寄付のお礼 ………………………………
　・入会ご希望の方は ………………………
　・お問い合せ ………………………………
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　4面
　5面

5面
7面
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「夏ボラで新たな発見!」

対　象

「夏体験ボランティア」活動までの流れ

参加者説明会に参加する

●区内在住・在勤・在学の中学生以上の方　
●親子でのボランティア…乳児・幼児･児童（小学生）とその保護者

昨年の参加者の声

夏ボラがきっかけで、今も活動を継続しています。

■お電話でお申込みください。（下記）
■参加申込書と活動メニュー表を配布します。
■資料代500円をご用意ください。（社協会員は無料）
■左記日程のうち必ず1回参加してください。

参加の申込みをする
■左記申込み受付時間をご確認ください。
■ボランティア保険料300円～700円をご用意ください。
　（今年度未加入者のみ）
■申込み時に先着順で希望施設や団体へ紹介します。

活動スタート
■８月～９月末日の間で希望に応じ1日～半日程
■それぞれの活動先で「事前オリエンテーション」の後、
　活動開始。

活動のふりかえり
■活動後、やって良かったことや反省点をまとめる。
■ボランティア・市民活動センターにアンケートを提出。

昨年の活動内容と実績

活動先

説明会と申込み受付日程

区内高齢者・障害者・児童施設、国際協力団体、NPO、地域団体等

活動先の決定

高齢者施設 ………お年寄りとのふれあい活動など
障害者施設 ………趣味活動の手伝い、スポーツを一緒に楽しむなど
児童施設 ………児童館、イベントの手伝い、託児、読み聞かせ活動など
地域団体 ………地域のサロンでの活動、環境・国際問題を一緒に考えるなど
その他 ………親子で多国籍料理づくり、取材・編集ボランティア活動など

昨年は……62ヶ所の施設・団体、115のメニュー、165人の参加がありました。（親子含む）

例えば

　新宿ボランティア・市民活動センターでは、夏休みの期間を中心に施設・団体・NPO等の皆さんに
よるご協力のもと、ボランティア活動の場を提供しています。親子（小学生以下）でも参加できる活
動も用意しています。今年の夏は、ボランティア体験をとおし
て、今までとは違う“新宿のまち”を発見してみませんか？
　まずは説明会へのご参加お待ちしています!!

説明会
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

日　付

7月12日（日）

7月14日（火）
7月17日（金）
7月18日（土）
7月21日（火）

時　間（約90分）
13:30～15:00
18:30～20：00
18:30～20：00

10:00～11：30

申込み受付時間

13:00～20:00
13:00～17:00
9:00～19:00

会　　場

戸塚特別出張所
地下集会室A

　子どもたちの笑顔が見たくて、活動のある
日は天候が悪くても自然と足が動き出しま
す。「今日はこんな工夫をしてみよう」と自分
自身も楽しみながら、毎回新しい発見との出
会い。親切に教えてくださったグループの
方々にも日々感謝です。（勤労者）

地域活動支援課　電話：5273-9191お問い合せ▶

あると思います

※経営計画の詳細は2面をご覧ください。
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地域に密着した中間
支援組織として

小地域展開
の推進

ネットワーク
づくりの支援

地域の方、団体企業
等との

地域住民相互の

支えあい・
助けあいの
コーディネート

の実施

参加者募集!! ’09

FIGHT!
FIGHT!

住 所 〒169-0075　新宿区高田馬場1-17-20　戸塚特別出張所内

T E L 5273-2941（代表） F A X 5273-3082

E-mail shinjuku-shakyo@kbe.biglobe.ne.jp

U R L http://www1a.biglobe.ne.jp/s-shakyo/

●JR山手線・西武新宿線　高田馬場駅下車　早稲田口から徒歩7分
●東京メトロ東西線　高田馬場駅下車　7番出口から徒歩3分
●都バス
「上69」小滝橋車庫⇔上野公園、または「飯64」小滝橋車庫⇔九段下で
戸塚特別出張所前下車　徒歩1分

法人経営課
TEL：5273-2941
地域活動支援課
TEL：5273-9191
しんじゅくまちかどネットワーク　
TEL：5273-3546
在宅生活支援課
TEL：5273-3541

新宿区社会福祉協議会ご案内

案内用の 
看板が 
あります。 
 

戸塚第二 
小学校 

早稲田通り 

BIGBOX

東西線7番出口 

早稲田口 

至池袋 

至新宿 
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新宿区社会福祉協議会（戸塚特別出張所内） 

都バス「戸塚特別出張所前」 

社協会員募集中

●四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区内藤町87　四谷特別出張所内 TEL･FAX：3359-9363

●牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区箪笥町15　箪笥町特別出張所内 TEL･FAX：3260-9001

●大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区大久保2-12-7　大久保特別出張所内 TEL･FAX：3209-8851　

●落合ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区下落合4-6-7　落合第一特別出張所内 TEL･FAX：5996-9363　

●淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区北新宿2-3-7　柏木特別出張所内 TEL･FAX：3363-3723

普通会員　一口　　500円以上
特別会員　一口　2,000円以上
団体会員　団体・法人の規模に応じた任意の額
00110-5-57124
社会福祉法人　新宿区社会福祉協議会

会　員
（年会費）

郵便局口座番号
口座名義

私たち社協は地域福祉活動の支援を行っています。
一人でも多くの方のご賛同をおまちしております。

高年齢者就業支援課
TEL：5273-4510
成年後見センター
TEL：5273-4522
ファミリー・サポート・センター
TEL：5273-3545
ふれあい福祉相談専用
TEL：5273-8550

開所時間　月～金　
午前8時30分～午後5時
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110号 平成21年（2009年）6月5日発行新宿社協だより「けやき」

3面2面

新宿社協の求める人材像

1 社協がめざすもの
　暮らしの課題の解決に向けて住民参加をすすめ、地域の社会資源との連
携を図り、住民主体で課題解決をめざす活動を支援していくことが、引き
続き新宿社協の大きな役割と考えます。
　具体的には、住民の気づきと発意から生まれる住民主体の多様な活動
が、芽生え育まれる豊かな土壌をもつ地域コミュニティづくりを住民の生
活圏域（小地域）で支援していきます。
　そして、将来、こうした土壌をもつ地域コミュニティによって新宿中が
埋め尽くされることで、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニ
ティ」の実現をこれからもめざしていきます。

2 経営方針
　「経営計画2006～2008」の経営方針を継承しつつ、さらなる小地域展
開をすすめながら組織を挙げて総合的・包括的支援を実践していきます。
　そのため、3つの経営方針が複合的、重層的に反映する組織・事業運営体
制を構築していきます。取り組みとして、一つは、「総合調整事業」として身
近な相談から個別支援、そして地域活動支援まで総合的、包括的にコー
ディネートしていく事業を柱立てしました。
　また、地域の「新たな支えあいのしくみづくり」に向けて、新たな会員制
度を創設します。さらに、小地域で地域組織化活動や事業展開を図ってい
けるよう事務局組織を改編し、機能強化を図ります。
　これからの新宿社協は、暮らしの課題解決の主体である住民を総合的・
包括的に支援し、「新たな支えあいのしくみづくり」をコーディネートする
「提案・調整・協働型社協」をめざします。

3 事業実施計画
　これまでの地域活動支援事業、在宅生活支援事業、法人経営事業の3つ
の事業体系を見直し、すべての事業を有償・無償、委託・独自といった事業
の枠組みを超えて、総合的、包括的にすすめていく事業を新たに総合調整
事業として実施します。また、地域活動支援事業は、これまで以上に住民の
生活圏域（小地域）の中での事業展開に力を注ぎ、個別支援事業については
新宿社協独自のセーフティネット事業として一層充実を図ります。

5 計画の性格・期間
　「経営計画2009～2013」は、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コ
ミュニティ」の実現をめざすため、平成21年度から平成25年度までの5年
間の総合的計画です。新宿社協独自のセーフティネット機能や地域密着型
の中間支援組織としての機能を発揮するとともに、これらの機能をもって
住民の生活圏域（小地域）における総合的・包括的支援を実現させるため、
徹底した法人の自律経営もめざしていく改革計画でもあります。
　新たな新宿社協づくりに向けて役職員一丸となって努めてまいります
ので、皆さまのさらなるご理解、ご支援を宜しくお願い申し上げます。
　本計画に関するお問い合せは法人経営課担当まで。

4 計画全体の構成
　事業実施計画、組織改革計画、人材育成計画の3つの個別計画と総務強
化・財務管理方針により目標達成をめざします。

●組織改革計画
1.新たな会員制度「社協地区パートナー制度」の創設
2.理事会・評議員会・部会のこれからのあり方
3.事務局組織の小地域展開・総合支援体制を構築

●人材育成計画

◆暮らしの課題解決をめざして、住民とともに歩める職員
◆プロ意識をもち、成果（変化）を出せる職員
◆新宿社協チームの一員として、ビジョンと信念を共有し、互いに成長
できる職員

●総務強化・財務管理方針
1.総務強化
　適正で効率的な事業・組織の運営を行うため、適切な事務体制の整備
を推進していきます。
2.財務管理
　財務管理方針を定め、適正で効率的、かつ確実な財務運営を行ってい
きます。

　地域密着型の中間支援組織としての機能向上を図ります。
　小地域を対象とする事業展開、地区担当グループ制の導入による
ネットワークづくりや社会資源のコーディネート機能を強化する
ことにより、地域に密着した安定的で効果的な中間支援組織として
の役割を果たします。

経営計画2009～2013の概要

方針Ⅰ

　社協独自のセーフティネット事業を重点的に推進します。
　総合相談事業、成年後見制度利用推進事業、地域福祉権利擁護事
業、他の民間事業等では対応しにくい資金の貸付事業など、安心の
ための個別生活支援事業を独自のセーフティネット事業として位
置づけ重点的に推進します。

方針Ⅱ

　自律に基づく組織運営の強化を図ります。
　今、NPO等が新たな公共を担い始め、この領域が少しずつ広がり
を見せています。また、行政等からの委託事業や住民生活に密着し
た公共性・公益性の強い事業が多く、その存在意義や事業のあり方
を問われているのが新宿社協です。こうした状況の中で、事業の優
先順位を明確にし、選択と集中、投入資源の再配分を徹底して行っ
ていかなければ、暮らしの課題解決の主体である住民を総合的・包
括的に支援し、「新たな支えあいのしくみづくり」をコーディネート
する「提案・調整・協働型社協」としての役割は果たせないと考えま
す。引き続きこれらの課題に取り組み、区民や行政から信頼され、自
律性の高い組織づくりをめざしていきます。

方針Ⅲ
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1 社協がめざすもの 2 経営方針 3 事業実施計画

新宿区社会福祉協議会経営計画2009～2013

この他に未使用切手・使用済切手・紙おむつ・タオル・カレンダー・衣類・食品等のご寄付をいただきました。これらは、必要とされている地域の方々に活用していただきました。ありがとうございました。

皆さまの心あたたまるご寄付ありがとうございました

20年度はこんなところに活かされました　新宿社協では、地域共有の暮らしの課題を住民が主体となって解決をめざす
取組みや、ハンディキャップをもつ方々が地域で安心して暮らしていくために取
り組まれる活動等を支援し、地域福祉の向上を図っていくことを目的とした助成
金制度を実施しています。
　この助成金の財源には毎年区民の皆さまからお寄せいただく赤い羽根共同
募金と歳末たすけあい募金を活用させていただいております。
　なお、助成金の交付につきましては、外部の審査委員を含めた審査委員会の
決定をうけて実施されます。

　社会福祉法人青少年福祉センター自立支援ホーム新宿寮は、義務教育終了
後、児童養護施設、児童自立支援施設などを退所し、就職する青少年や家庭か
らの援助を得られない青少年に対して、生活面・就労面において相談にのりな
がら、社会的自立をしていくために支援していくところです。
　現在、中落合にて男子児童12名が生活をしています。児童のみならず親への
精神的サポートにも積極的に取り組んでいます。また社協に問合せのある青少
年に対する電話相談業務にも応対しています。
　今回は老朽化にともなう寮生への寝具購入に、この助成金が充てられまし
た。長年代々に渡って使用され、磨耗の激しい布団を新しいものに買い換える
ことで、十分な睡眠と清潔を保つという意識の向上に役立てられました。寮生
からも「新しい布団はやっぱり気持ちがいい」「明日の仕事のやる気が出る」と
いった声が多数寄せられました。

法人経営課　電話：5273-2941お問い合せ▶

新宿社協・助成金制度!

ご寄付いただきました
宇津救命丸株式会社様より

ご協力、ありがとうございました!
不要入れ歯リサイクル

　宇津救命丸でお馴染みの宇津救命丸株
式会社から「ももの葉ローションプラス
(宇津ベビーローションプラス)」他を各
500個ご寄付いただきました。
　いただいたご寄付品は、子育て支援活
動を行っている団体等に贈呈させていた
だきました。

　昨年9月の「けやき」でお知らせし、ご協力いただ
きました「不要入れ歯リサイクル事業」この度NPO
法人日本入れ歯リサイクル協会にお送りしました。
　その結果総額で123,922円となり、その40%
49,569円が社協へ寄付されました。また同額がユ
ニセフにも寄付されています。
　今後ともよろしくお願いいたします。

ご寄付

★新宿社協助成金制度に関しましては、手引き・要綱・ガイドライン・申請書を本会窓口にて
配布しています。また、ホームページからも入手可能です。詳しくはお問い合せください。

職員の方からのコメント
　「この度は当寮へ助成をしていただき誠に
ありがとうございました。当寮は第二種社会
福祉事業として運営していますが、充分に資
金があるわけでもなく、寝具類のような備品
にまでなかなか予算がまわらないのが現状で
す。ただ職員全員が『子どもたちの健やかな成
長』を願っておりますので、これからもご助力
の程、よろしくお願いいたします」

寄付金　　　平成21年1月26日～平成21年4月24日　　　敬称略

寄付物品　　　平成21年1月26日～平成21年4月24日　　　敬称略

寄付金　　　平成21年1月26日～平成21年4月24日　　　敬称略
氏　名

新宿朝・日友好親善新春の集い実行委員会
諏訪中クラブ
新宿ゴールデンエイジ代表　久世　米子
東京富士大学富士祭実行委員会
日本入れ歯リサイクル協会
日本ハウズイング株式会社
平成ビルディング
新宿ファーストウエスト管理事務所
淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
手編みの会
株式会社　京王プラザホテル
四谷布遊の会　代表　石川　洋子
匿名

住　所
新宿区歌舞伎町
新宿区高田馬場
新宿区下落合
新宿区高田馬場
埼玉県坂戸市
新宿区新宿

新宿区西新宿

淀橋ボランティア・
地域活動サポートコーナー
新宿区西新宿
新宿区愛住町

合　計

金額（円）
50,000
12,346
22,742

100,000
49,569
50,000

11,134

20,000

30,000
30,000

830,348
1,605,562

氏　名
宇津救命丸株式会社
オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・
ワールドワイド・ジャパン株式会社
㈱京王プラザホテル

新宿法人会

大成建設株式会社
高田馬場白寿会　婦人部
社団法人 日本和紙絵画芸術協会
林　美寿代
町田　政子
松尾　信子
匿　名

物　品
宇津ベビーローションプラス500個
スコットランド友好150周年
記念コンサート 無料チケット25枚
使用済み切手多数
切手（18.5Kg・プリペードカード
14,132枚）
使用済み切手・カード多数
雑巾　125枚
タオル　使用済み切手多数
新品寝具類多数
座布団5枚　その他
男性用セーター新品3枚
ぬいぐるみ多数

住　所
千代田区神田駿河台

渋谷区恵比寿

新宿区西新宿

新宿区内

新宿区西新宿
新宿区高田馬場
新宿区高田馬場
新宿区西早稲田
新宿区上落合
新宿区中落合

氏　名
伊東　素子（櫻川　梅寿寿）
大長　謙介
岡野　元昭
岡本　弘義
奥野　新
熊谷　恵美子
佐伯　后映
杉江　章
谷口　令子
友永　睦子
永岡　久明
橋本　エミル
深谷　計子
森田　明子
矢﨑　亨
吉田　豊
渡辺　肖子
LEC東京リーガルマインド大学
新宿キャンパス学園祭実行委員会
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
ぞうり作りグループ
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
牛込ビーズの会
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
ボランティア一同

落合手づくりの会

学校法人ミネルヴァ学園目白デザイン専門学校
財団法人新宿区生涯学習財団レガスまつり出店団体
新宿区レクリエーション協会

住　所
新宿区若葉
奈良県生駒市
新宿区中落合
新宿区戸山
新宿区下落合
新宿区高田馬場
武蔵野市境
新宿区四谷
新宿区矢来町
新宿区新小川町
栃木県那須塩原市下永田
新宿区津久戸町
世田谷区南烏山
新宿区市谷砂土原
新宿区上落合
新宿区原町
新宿区三栄町

千代田区三崎町

牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー
牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー
牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー
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
新宿区大久保
新宿区中落合

金額（円）
50,000
3,000
3,000
7,200

30,000
2,000
2,460
2,000

20,000
5,000
1,000
5,000

160
2,000
2,160
1,000

15,000

29,750

2,400

24,750

5,218

106,500

28,035
31,790
20,000

地域の福祉活動を応援します!

対象団体

対象となる活動

申請期間

対象となる団体は、社協の会員で主として区民を対象とした取組みを行う、区内に所在す
る、法人格を持たない任意団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人など。
※営利、政治、思想及び宗教を目的とした団体は対象外。

地域での福祉行事、講演会・学習会、高齢者等のサロン活動、障害者・難病患者の当事者活
動、またそれらの活動を行う団体の立ち上げ、活動に必要な備品の購入など。

平成21年7月1日（水）～8月31日（月）（土・日・祝は除く）
審査の結果は、9月ごろ
※なお、申請の受理以前の事業は対象となりません。
※助成金の交付は審査会の終了後となります。
※審査の結果、交付金額が申請時より減額となる場合がございます。
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3面2面

新宿社協の求める人材像

1 社協がめざすもの
　暮らしの課題の解決に向けて住民参加をすすめ、地域の社会資源との連
携を図り、住民主体で課題解決をめざす活動を支援していくことが、引き
続き新宿社協の大きな役割と考えます。
　具体的には、住民の気づきと発意から生まれる住民主体の多様な活動
が、芽生え育まれる豊かな土壌をもつ地域コミュニティづくりを住民の生
活圏域（小地域）で支援していきます。
　そして、将来、こうした土壌をもつ地域コミュニティによって新宿中が
埋め尽くされることで、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニ
ティ」の実現をこれからもめざしていきます。

2 経営方針
　「経営計画2006～2008」の経営方針を継承しつつ、さらなる小地域展
開をすすめながら組織を挙げて総合的・包括的支援を実践していきます。
　そのため、3つの経営方針が複合的、重層的に反映する組織・事業運営体
制を構築していきます。取り組みとして、一つは、「総合調整事業」として身
近な相談から個別支援、そして地域活動支援まで総合的、包括的にコー
ディネートしていく事業を柱立てしました。
　また、地域の「新たな支えあいのしくみづくり」に向けて、新たな会員制
度を創設します。さらに、小地域で地域組織化活動や事業展開を図ってい
けるよう事務局組織を改編し、機能強化を図ります。
　これからの新宿社協は、暮らしの課題解決の主体である住民を総合的・
包括的に支援し、「新たな支えあいのしくみづくり」をコーディネートする
「提案・調整・協働型社協」をめざします。

3 事業実施計画
　これまでの地域活動支援事業、在宅生活支援事業、法人経営事業の3つ
の事業体系を見直し、すべての事業を有償・無償、委託・独自といった事業
の枠組みを超えて、総合的、包括的にすすめていく事業を新たに総合調整
事業として実施します。また、地域活動支援事業は、これまで以上に住民の
生活圏域（小地域）の中での事業展開に力を注ぎ、個別支援事業については
新宿社協独自のセーフティネット事業として一層充実を図ります。

5 計画の性格・期間
　「経営計画2009～2013」は、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コ
ミュニティ」の実現をめざすため、平成21年度から平成25年度までの5年
間の総合的計画です。新宿社協独自のセーフティネット機能や地域密着型
の中間支援組織としての機能を発揮するとともに、これらの機能をもって
住民の生活圏域（小地域）における総合的・包括的支援を実現させるため、
徹底した法人の自律経営もめざしていく改革計画でもあります。
　新たな新宿社協づくりに向けて役職員一丸となって努めてまいります
ので、皆さまのさらなるご理解、ご支援を宜しくお願い申し上げます。
　本計画に関するお問い合せは法人経営課担当まで。

4 計画全体の構成
　事業実施計画、組織改革計画、人材育成計画の3つの個別計画と総務強
化・財務管理方針により目標達成をめざします。

●組織改革計画
1.新たな会員制度「社協地区パートナー制度」の創設
2.理事会・評議員会・部会のこれからのあり方
3.事務局組織の小地域展開・総合支援体制を構築

●人材育成計画

◆暮らしの課題解決をめざして、住民とともに歩める職員
◆プロ意識をもち、成果（変化）を出せる職員
◆新宿社協チームの一員として、ビジョンと信念を共有し、互いに成長
できる職員

●総務強化・財務管理方針
1.総務強化
　適正で効率的な事業・組織の運営を行うため、適切な事務体制の整備
を推進していきます。
2.財務管理
　財務管理方針を定め、適正で効率的、かつ確実な財務運営を行ってい
きます。

　地域密着型の中間支援組織としての機能向上を図ります。
　小地域を対象とする事業展開、地区担当グループ制の導入による
ネットワークづくりや社会資源のコーディネート機能を強化する
ことにより、地域に密着した安定的で効果的な中間支援組織として
の役割を果たします。

経営計画2009～2013の概要

方針Ⅰ

　社協独自のセーフティネット事業を重点的に推進します。
　総合相談事業、成年後見制度利用推進事業、地域福祉権利擁護事
業、他の民間事業等では対応しにくい資金の貸付事業など、安心の
ための個別生活支援事業を独自のセーフティネット事業として位
置づけ重点的に推進します。

方針Ⅱ

　自律に基づく組織運営の強化を図ります。
　今、NPO等が新たな公共を担い始め、この領域が少しずつ広がり
を見せています。また、行政等からの委託事業や住民生活に密着し
た公共性・公益性の強い事業が多く、その存在意義や事業のあり方
を問われているのが新宿社協です。こうした状況の中で、事業の優
先順位を明確にし、選択と集中、投入資源の再配分を徹底して行っ
ていかなければ、暮らしの課題解決の主体である住民を総合的・包
括的に支援し、「新たな支えあいのしくみづくり」をコーディネート
する「提案・調整・協働型社協」としての役割は果たせないと考えま
す。引き続きこれらの課題に取り組み、区民や行政から信頼され、自
律性の高い組織づくりをめざしていきます。

方針Ⅲ
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1 社協がめざすもの 2 経営方針 3 事業実施計画

新宿区社会福祉協議会経営計画2009～2013

この他に未使用切手・使用済切手・紙おむつ・タオル・カレンダー・衣類・食品等のご寄付をいただきました。これらは、必要とされている地域の方々に活用していただきました。ありがとうございました。

皆さまの心あたたまるご寄付ありがとうございました

20年度はこんなところに活かされました　新宿社協では、地域共有の暮らしの課題を住民が主体となって解決をめざす
取組みや、ハンディキャップをもつ方々が地域で安心して暮らしていくために取
り組まれる活動等を支援し、地域福祉の向上を図っていくことを目的とした助成
金制度を実施しています。
　この助成金の財源には毎年区民の皆さまからお寄せいただく赤い羽根共同
募金と歳末たすけあい募金を活用させていただいております。
　なお、助成金の交付につきましては、外部の審査委員を含めた審査委員会の
決定をうけて実施されます。

　社会福祉法人青少年福祉センター自立支援ホーム新宿寮は、義務教育終了
後、児童養護施設、児童自立支援施設などを退所し、就職する青少年や家庭か
らの援助を得られない青少年に対して、生活面・就労面において相談にのりな
がら、社会的自立をしていくために支援していくところです。
　現在、中落合にて男子児童12名が生活をしています。児童のみならず親への
精神的サポートにも積極的に取り組んでいます。また社協に問合せのある青少
年に対する電話相談業務にも応対しています。
　今回は老朽化にともなう寮生への寝具購入に、この助成金が充てられまし
た。長年代々に渡って使用され、磨耗の激しい布団を新しいものに買い換える
ことで、十分な睡眠と清潔を保つという意識の向上に役立てられました。寮生
からも「新しい布団はやっぱり気持ちがいい」「明日の仕事のやる気が出る」と
いった声が多数寄せられました。

法人経営課　電話：5273-2941お問い合せ▶

新宿社協・助成金制度!

ご寄付いただきました
宇津救命丸株式会社様より

ご協力、ありがとうございました!
不要入れ歯リサイクル

　宇津救命丸でお馴染みの宇津救命丸株
式会社から「ももの葉ローションプラス
(宇津ベビーローションプラス)」他を各
500個ご寄付いただきました。
　いただいたご寄付品は、子育て支援活
動を行っている団体等に贈呈させていた
だきました。

　昨年9月の「けやき」でお知らせし、ご協力いただ
きました「不要入れ歯リサイクル事業」この度NPO
法人日本入れ歯リサイクル協会にお送りしました。
　その結果総額で123,922円となり、その40%
49,569円が社協へ寄付されました。また同額がユ
ニセフにも寄付されています。
　今後ともよろしくお願いいたします。

ご寄付

★新宿社協助成金制度に関しましては、手引き・要綱・ガイドライン・申請書を本会窓口にて
配布しています。また、ホームページからも入手可能です。詳しくはお問い合せください。

職員の方からのコメント
　「この度は当寮へ助成をしていただき誠に
ありがとうございました。当寮は第二種社会
福祉事業として運営していますが、充分に資
金があるわけでもなく、寝具類のような備品
にまでなかなか予算がまわらないのが現状で
す。ただ職員全員が『子どもたちの健やかな成
長』を願っておりますので、これからもご助力
の程、よろしくお願いいたします」

寄付金　　　平成21年1月26日～平成21年4月24日　　　敬称略

寄付物品　　　平成21年1月26日～平成21年4月24日　　　敬称略

寄付金　　　平成21年1月26日～平成21年4月24日　　　敬称略
氏　名

新宿朝・日友好親善新春の集い実行委員会
諏訪中クラブ
新宿ゴールデンエイジ代表　久世　米子
東京富士大学富士祭実行委員会
日本入れ歯リサイクル協会
日本ハウズイング株式会社
平成ビルディング
新宿ファーストウエスト管理事務所
淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
手編みの会
株式会社　京王プラザホテル
四谷布遊の会　代表　石川　洋子
匿名

住　所
新宿区歌舞伎町
新宿区高田馬場
新宿区下落合
新宿区高田馬場
埼玉県坂戸市
新宿区新宿

新宿区西新宿

淀橋ボランティア・
地域活動サポートコーナー
新宿区西新宿
新宿区愛住町

合　計

金額（円）
50,000
12,346
22,742

100,000
49,569
50,000

11,134

20,000

30,000
30,000

830,348
1,605,562

氏　名
宇津救命丸株式会社
オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・
ワールドワイド・ジャパン株式会社
㈱京王プラザホテル

新宿法人会

大成建設株式会社
高田馬場白寿会　婦人部
社団法人 日本和紙絵画芸術協会
林　美寿代
町田　政子
松尾　信子
匿　名

物　品
宇津ベビーローションプラス500個
スコットランド友好150周年
記念コンサート 無料チケット25枚
使用済み切手多数
切手（18.5Kg・プリペードカード
14,132枚）
使用済み切手・カード多数
雑巾　125枚
タオル　使用済み切手多数
新品寝具類多数
座布団5枚　その他
男性用セーター新品3枚
ぬいぐるみ多数

住　所
千代田区神田駿河台

渋谷区恵比寿

新宿区西新宿

新宿区内

新宿区西新宿
新宿区高田馬場
新宿区高田馬場
新宿区西早稲田
新宿区上落合
新宿区中落合

氏　名
伊東　素子（櫻川　梅寿寿）
大長　謙介
岡野　元昭
岡本　弘義
奥野　新
熊谷　恵美子
佐伯　后映
杉江　章
谷口　令子
友永　睦子
永岡　久明
橋本　エミル
深谷　計子
森田　明子
矢﨑　亨
吉田　豊
渡辺　肖子
LEC東京リーガルマインド大学
新宿キャンパス学園祭実行委員会
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
ぞうり作りグループ
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
牛込ビーズの会
牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
ボランティア一同

落合手づくりの会

学校法人ミネルヴァ学園目白デザイン専門学校
財団法人新宿区生涯学習財団レガスまつり出店団体
新宿区レクリエーション協会

住　所
新宿区若葉
奈良県生駒市
新宿区中落合
新宿区戸山
新宿区下落合
新宿区高田馬場
武蔵野市境
新宿区四谷
新宿区矢来町
新宿区新小川町
栃木県那須塩原市下永田
新宿区津久戸町
世田谷区南烏山
新宿区市谷砂土原
新宿区上落合
新宿区原町
新宿区三栄町

千代田区三崎町

牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー
牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー
牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー
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
新宿区大久保
新宿区中落合

金額（円）
50,000
3,000
3,000
7,200

30,000
2,000
2,460
2,000

20,000
5,000
1,000
5,000

160
2,000
2,160
1,000

15,000

29,750

2,400

24,750

5,218

106,500

28,035
31,790
20,000

地域の福祉活動を応援します!

対象団体

対象となる活動

申請期間

対象となる団体は、社協の会員で主として区民を対象とした取組みを行う、区内に所在す
る、法人格を持たない任意団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人など。
※営利、政治、思想及び宗教を目的とした団体は対象外。

地域での福祉行事、講演会・学習会、高齢者等のサロン活動、障害者・難病患者の当事者活
動、またそれらの活動を行う団体の立ち上げ、活動に必要な備品の購入など。

平成21年7月1日（水）～8月31日（月）（土・日・祝は除く）
審査の結果は、9月ごろ
※なお、申請の受理以前の事業は対象となりません。
※助成金の交付は審査会の終了後となります。
※審査の結果、交付金額が申請時より減額となる場合がございます。



110号 平成21年（2009年）6月5日発行新宿社協だより「けやき」

5面4面

　センターでは、「成年後見に関する総合相談」と専門家による「成年後見専門相談」の窓口を設置しています。“身近で･気軽に･何度でも･専門的な相
談もできる”地域の窓口をモットーとしていますので、お気軽にご相談ください!!

　新宿区社会福祉協議会では子育ての援助を必要とする方（利用会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）との支え合い活動としてファミ
リーサポート事業を実施しています。会員制の相互援助活動で利用会員・提供会員ともに登録が必要となります。

成年後見出前講座
地域で学習会を開きませんか？

　成年後見制度は、認知症･知的障害･精神障害等によ
り判断能力が十分でない方の意思を尊重し、その人
らしい生活のために法律面や生活面で支援するしく
みです。
　すでに判断能力が十分でない方を支援する「法定
後見制度」と、将来の能力低下に備える「任意後見制
度」があります。

講習会にご参加ください!

提供会員を希望する方講習会

お気軽にご相談ください！

新宿区成年後見センターのご案内
後見活動
応援宣言

お問い合せ▶ 新宿区成年後見センター　電話：5273-4522 FAX:5273-3082
E-mail:shinjuku-skc@ktb.biglobe.ne.jp

相談窓口開設
月～金曜日（午前8時30分～午後5時）

場　所
新宿区社会福祉協議会事務所内

専門相談

月～金曜日（午後1時～午後4時）
月曜日：司法書士　水曜日：弁護士　金曜日：社会福祉士
※相談は無料。事前予約が優先
※専用の相談室があります
※ご都合により来所が難しい方はご相談ください

相談内容

①成年後見制度の説明（法定後見･任意後見）
②申立手続き（説明･申立書類配布･書き方等）
③後見人の活動（活動内容･活動での困りごと･報告書作成等）
④その他（財産管理保護･今後の生活･遺言等）

講習会を1回で全日程を修了できなかった場合、次回の9月と12月の
講習会で補講ができます。

❶保育の心
❷子どもの心の発達過程と援助者の関係
❸子どもの事故と安全
❹障害について
❺保育園としての子育て支援
❻子どもの健康
❼保健センターとしての子育て支援
❽ファミリーサポートについて

地域で子育てを応援します！ 新宿区ファミリー･サポート･センター

講習会の内容

❶保育施設等の開始時間まで、または終了
時間後、子どもを預かる
❷保育施設等までの送迎
❸学童の迎え及びその後の預かり　　
❹保育施設等の休業日に子どもを預かる
❺そのほか、会員の子育て
　の援助に必要な活動

相互援助活動の内容区内に在住・在勤で、子育ての
援助を必要とする、生後43日
以上の児童の保護者。
（説明会は予約制です）

区内に在住・在学の18歳以上
の心身ともに健康な方。
登録前に講習会・説明会に参
加してください。

利用会員を
希望する方

提供会員を
希望する方

日　付

6月11日（木）

6月12日（金）

6月15日（月）

6月16日（火）

時　間

9:30～15:00

10:00～15:00

費　用

2,000円
（テキスト代）

申　込

電話にて

会　場

戸塚特別出張所　集会室Ａ
（高田馬場1-17-20）

対　象

区内在住･在学で18歳以上の
心身ともに健康な方

電話：5273-3545会員登録希望の方は▶ 新宿区ファミリー・
サポート・センター

　センターでは、成年後見制度に関
する出前講座を行っています。
　町会･自治会や地域の集まり、また
福祉関係者や会社のお仲間等でぜひ
ご利用ください。ご希望の内容や講
師等も調整させていただきますの
で、お気軽にご連絡ください。

再就職支援セミナー野村講師からのひとこと

　現在は就職難の時代で、高年齢者の再就職は
非常に厳しい状況です。皆さんには、今までのご
苦労の積み重ねから身に付いた「知恵や人間力」
があります。これが要求される部分は大きくは
減っていません。年輪を重ねた人にしかない知
恵や人間力を武器にしてください。今までのご
苦労の積み重ねは、必ず、形を変えて次の仕事に
繋がっていきます。

電話：5273-4510 月～金曜（祝日を除く）午前9時～午後5時お問い合せ・申込先▶

新宿わく☆ワークは、55歳からのしごと探し
人材確保の支援をしています。新宿わく☆ワーク高年齢者無料

職業紹介所

新宿わく☆ワークは、おおむね55歳以上の方からの就業相談・職業紹介や、事業主の方からの求人相談をお受けいたします。

ふれあい福祉相談
　一緒に次の一歩を踏み出すお手伝いをします。地域の身近な相談窓口として、日常のさまざまな問題や悩み事
などのよろず相談を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

木曜日（午後）

第4木曜日（午後）

第2・4月曜日（午後）

第2・4金曜日（午前）

第1木曜日（午前）

第1火曜日（午後）

第2水曜日（午後）

随　時

随　時

月曜日～金曜日
（午前9時～午後5時）なんでも総合相談

司法書士相談

税務相談

介護相談

住宅改造相談

福祉機器相談

心の悩み相談

子育て相談

医療相談

青少年の相談

どこに相談すれば、何から相談したら…

不動産を相続することになったが、何をどうすればよいのか…

基本的な税金のことについて教えて欲しい

介護の仕事を続けるか否か悩んでいます

家をバリアフリーに改造したいのだが…

不自由な片手でも食べられる福祉用具はあるのでしょうか？

気持ちがもやもやしている、話を聞いて欲しい

子どもが夜中に何度も起き、なかなか眠ってくれず困っています

これから在宅で療養しようと思っているのですが…

親から虐待を受けているのですが･･･

相談員

司法書士

税理士

専門学校講師

建築士

福祉機器アドバイザー

精神保健福祉専門相談員

元保育園園長

内科医　歯科医

児童福祉施設職員

日　時相談内容 たとえば… 相談員

ゆったり、いっしょに考えます

F A X▶03-5273-3082
メール▶otagaisama@fine.biglobe.ne.jp専用電話：5273-8550無料相談▶

どこに相談したらいいんだろう
なにから相談したら…

なんでも相談は随時、その他は予約制　　来所・電話・FAX・メール・手紙のほか必要に応じて訪問による相談も行います。

※いずれも予約が必要です。

ホームページで求人一覧を公開しています

新宿わく☆ワークのフロアに掲示している求人一覧は、一部分の
情報のみとなりますが、新宿区社会福祉協議会のホームページか
らも見ることができます。ぜひご活用ください。

URL ■ http://www1a.biglobe.ne.jp/s-shakyo/

就業相談会
（警備業務）

一般的な警備業務の紹介と質疑応答6月18日（木）
午後1時～2時

6月17日（水）までに、電話申込み

求人企業担当者による面接6月18日（木）
午後2時～4時

6月17日（水）までに直接、新宿
わく☆ワークへご来所ください

7月3日（金）までに、電話申込み

7月15日（水）までに直接、新宿
わく☆ワークへご来所ください

採用される履歴書の書き方、面接の受
け方など、講師:野村成二氏（キャリア
カウンセラー）

7月6日（月）
午前10時～12時

清掃、調理補助、管理、警備ほかの求人
企業担当者による面接

7月16日（木）
午後1時～3時

ミニ就職面接会
（警備員）

再就職支援
セミナー

ミニ就職面接会

おおむね55歳以上の方

会　場 対　象日　時 内　容 申込み

戸塚特別出張所
（高田馬場1-17-20）

①

②

③

④

検索サイトから 新宿区社会福祉協議会 検 索
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5面4面

　センターでは、「成年後見に関する総合相談」と専門家による「成年後見専門相談」の窓口を設置しています。“身近で･気軽に･何度でも･専門的な相
談もできる”地域の窓口をモットーとしていますので、お気軽にご相談ください!!

　新宿区社会福祉協議会では子育ての援助を必要とする方（利用会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）との支え合い活動としてファミ
リーサポート事業を実施しています。会員制の相互援助活動で利用会員・提供会員ともに登録が必要となります。

成年後見出前講座
地域で学習会を開きませんか？

　成年後見制度は、認知症･知的障害･精神障害等によ
り判断能力が十分でない方の意思を尊重し、その人
らしい生活のために法律面や生活面で支援するしく
みです。
　すでに判断能力が十分でない方を支援する「法定
後見制度」と、将来の能力低下に備える「任意後見制
度」があります。

講習会にご参加ください!

提供会員を希望する方講習会

お気軽にご相談ください！

新宿区成年後見センターのご案内
後見活動
応援宣言

お問い合せ▶ 新宿区成年後見センター　電話：5273-4522 FAX:5273-3082
E-mail:shinjuku-skc@ktb.biglobe.ne.jp

相談窓口開設
月～金曜日（午前8時30分～午後5時）

場　所
新宿区社会福祉協議会事務所内

専門相談

月～金曜日（午後1時～午後4時）
月曜日：司法書士　水曜日：弁護士　金曜日：社会福祉士
※相談は無料。事前予約が優先
※専用の相談室があります
※ご都合により来所が難しい方はご相談ください

相談内容

①成年後見制度の説明（法定後見･任意後見）
②申立手続き（説明･申立書類配布･書き方等）
③後見人の活動（活動内容･活動での困りごと･報告書作成等）
④その他（財産管理保護･今後の生活･遺言等）

講習会を1回で全日程を修了できなかった場合、次回の9月と12月の
講習会で補講ができます。

❶保育の心
❷子どもの心の発達過程と援助者の関係
❸子どもの事故と安全
❹障害について
❺保育園としての子育て支援
❻子どもの健康
❼保健センターとしての子育て支援
❽ファミリーサポートについて

地域で子育てを応援します！ 新宿区ファミリー･サポート･センター

講習会の内容

❶保育施設等の開始時間まで、または終了
時間後、子どもを預かる
❷保育施設等までの送迎
❸学童の迎え及びその後の預かり　　
❹保育施設等の休業日に子どもを預かる
❺そのほか、会員の子育て
　の援助に必要な活動

相互援助活動の内容区内に在住・在勤で、子育ての
援助を必要とする、生後43日
以上の児童の保護者。
（説明会は予約制です）

区内に在住・在学の18歳以上
の心身ともに健康な方。
登録前に講習会・説明会に参
加してください。

利用会員を
希望する方

提供会員を
希望する方

日　付

6月11日（木）

6月12日（金）

6月15日（月）

6月16日（火）

時　間

9:30～15:00

10:00～15:00

費　用

2,000円
（テキスト代）

申　込

電話にて

会　場

戸塚特別出張所　集会室Ａ
（高田馬場1-17-20）

対　象

区内在住･在学で18歳以上の
心身ともに健康な方

電話：5273-3545会員登録希望の方は▶ 新宿区ファミリー・
サポート・センター

　センターでは、成年後見制度に関
する出前講座を行っています。
　町会･自治会や地域の集まり、また
福祉関係者や会社のお仲間等でぜひ
ご利用ください。ご希望の内容や講
師等も調整させていただきますの
で、お気軽にご連絡ください。

再就職支援セミナー野村講師からのひとこと

　現在は就職難の時代で、高年齢者の再就職は
非常に厳しい状況です。皆さんには、今までのご
苦労の積み重ねから身に付いた「知恵や人間力」
があります。これが要求される部分は大きくは
減っていません。年輪を重ねた人にしかない知
恵や人間力を武器にしてください。今までのご
苦労の積み重ねは、必ず、形を変えて次の仕事に
繋がっていきます。

電話：5273-4510 月～金曜（祝日を除く）午前9時～午後5時お問い合せ・申込先▶

新宿わく☆ワークは、55歳からのしごと探し
人材確保の支援をしています。新宿わく☆ワーク高年齢者無料

職業紹介所

新宿わく☆ワークは、おおむね55歳以上の方からの就業相談・職業紹介や、事業主の方からの求人相談をお受けいたします。

ふれあい福祉相談
　一緒に次の一歩を踏み出すお手伝いをします。地域の身近な相談窓口として、日常のさまざまな問題や悩み事
などのよろず相談を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

木曜日（午後）

第4木曜日（午後）

第2・4月曜日（午後）

第2・4金曜日（午前）

第1木曜日（午前）

第1火曜日（午後）

第2水曜日（午後）

随　時

随　時

月曜日～金曜日
（午前9時～午後5時）なんでも総合相談

司法書士相談

税務相談

介護相談

住宅改造相談

福祉機器相談

心の悩み相談

子育て相談

医療相談

青少年の相談

どこに相談すれば、何から相談したら…

不動産を相続することになったが、何をどうすればよいのか…

基本的な税金のことについて教えて欲しい

介護の仕事を続けるか否か悩んでいます

家をバリアフリーに改造したいのだが…

不自由な片手でも食べられる福祉用具はあるのでしょうか？

気持ちがもやもやしている、話を聞いて欲しい

子どもが夜中に何度も起き、なかなか眠ってくれず困っています

これから在宅で療養しようと思っているのですが…

親から虐待を受けているのですが･･･

相談員

司法書士

税理士

専門学校講師

建築士

福祉機器アドバイザー

精神保健福祉専門相談員

元保育園園長

内科医　歯科医

児童福祉施設職員

日　時相談内容 たとえば… 相談員

ゆったり、いっしょに考えます

F A X▶03-5273-3082
メール▶otagaisama@fine.biglobe.ne.jp専用電話：5273-8550無料相談▶

どこに相談したらいいんだろう
なにから相談したら…

なんでも相談は随時、その他は予約制　　来所・電話・FAX・メール・手紙のほか必要に応じて訪問による相談も行います。

※いずれも予約が必要です。

ホームページで求人一覧を公開しています

新宿わく☆ワークのフロアに掲示している求人一覧は、一部分の
情報のみとなりますが、新宿区社会福祉協議会のホームページか
らも見ることができます。ぜひご活用ください。

URL ■ http://www1a.biglobe.ne.jp/s-shakyo/

就業相談会
（警備業務）

一般的な警備業務の紹介と質疑応答6月18日（木）
午後1時～2時

6月17日（水）までに、電話申込み

求人企業担当者による面接6月18日（木）
午後2時～4時

6月17日（水）までに直接、新宿
わく☆ワークへご来所ください

7月3日（金）までに、電話申込み

7月15日（水）までに直接、新宿
わく☆ワークへご来所ください

採用される履歴書の書き方、面接の受
け方など、講師:野村成二氏（キャリア
カウンセラー）

7月6日（月）
午前10時～12時

清掃、調理補助、管理、警備ほかの求人
企業担当者による面接

7月16日（木）
午後1時～3時

ミニ就職面接会
（警備員）

再就職支援
セミナー

ミニ就職面接会

おおむね55歳以上の方

会　場 対　象日　時 内　容 申込み

戸塚特別出張所
（高田馬場1-17-20）

①

②

③

④

検索サイトから 新宿区社会福祉協議会 検 索
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ボランティア保険・行事保険
の手続について

●国内で活動中の偶然な事故によりボランティア自身が「ケガ」を被った
　場合
●活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与えた結果、法律上の賠償
　責任を負った場合　

ボランティア保険

　国内での福祉活動やボランティア活動などを目的に、市民活動の一環
として非営利の団体が主催する行事参加中に行事参加者が偶然な事故で
ケガをした場合の「傷害保険」です。オプションで「行事主催者の賠償責任
保険」もあります。

行事保険

重　

要

　この保険は行事参加者全員の加入が必要です。参加者全員を特
定できない行事（例えば、不特定多数の方の参加が見込まれるお
祭りなど）はこの行事保険に加入できません。
名簿の取扱（今年度より変更あります。）
　行事保険に加入するには、参加者全員（主催者・スタッフを含
む）の氏名、住所、電話番号（居住地）の入った名簿を申込み時に必
ずご提出ください。ご不明な点はお問い合せください。

補償内容

●日本国内での活動
●無償の活動
●個人の自発的な意思により他人や社会に貢献する目的を持って取り組 
　まれる活動
　※補償期間は、加入受付日の翌日から2010年3月31日までです。

対　　象

介護支援ボランティア・ポイント事業とは

内　容
事業の説明、ボランティア活動先となる施設や活動内容、認知症の方へ
の接し方、ポイント申請の方法など

　今年度も安心して活動に参加できるよう、保険の加入・更新をお勧めします。
手続きは、ボランティア・市民活動センター及び、各地区ボランティア・地域活動
サポートコーナーで出来ます。また、保険内容についての詳細は下記までお問
い合せください。

　センターではボランティアへの理解を深めていただくと共に、様々な市民活動をサポートしています。自分の特技を社会貢献の活動に生かしてみたい、身
近な市民活動をもっと知りたい、地域の活動に参加してみたいと思ったらお気軽にご相談ください。
　まちづくりの主役は地域に暮らす皆さま自身。ご近所同士、小さな助け合いの関係づくりをめざして、当協議会の担当スタッフが皆さまの地域活動を
隅々までサポートします。新宿ボランティア・市民活動センターはあなたの｢気づきと発見｣を応援します。

大好きなこのまちを、住民の
皆さまと一緒に暮らしやす
い地域に！

お問い合せ▶

　赤ちゃんからお年寄りまで様々な世代が教えあい、学びあい、楽し
く過ごせる“地域のお茶の間”があったらなぁ･･･。そんな住民の想い
から昨年6月に活動を開始した「落合三世代交流サロン」は、オープン
以来住民によって様々な催しが行われ、地域に親しまれる交流スペー
ス。会場は「カフェ」や乳幼児の遊び場、レクリエーションひろば、ミニ
FMスタジオなどが設けられていて、小さなお子さんも安心して遊べ
る環境とあってお母さん達にも大好評。様々な世代が気軽に立ち寄れ
るまさに憩いの空間です。
　さらに今年度からは会場もリニューアルし、サロン開放日も拡大。4
月には「落合三世代交流サロン・オープニングイベント」を開催し、イ
ベント当日は100名を上回る参加者が詰めかけました。社協による相
談コーナー（※）も新たに開設され、地域の身近な窓口としてこれから
も人の輪をつないでいきます。
※毎月第1土曜日、第3火曜日　午前10時～午後4時

地域のお茶の間で、異世代の交流

クローズ・アップ☆地域活動
もっと知りたい! ちいきの底ヂカラ

参加者の声

　リニューアルオープンの日をワクワクしながら待ってました。サロン
に入るとスタッフの方々の明るい笑顔で迎えられ、中は開放感のある部
屋ばかり♪エレベーターも設置されていて、“便利になってうれしい！”
とあちこちから嬉しそうな声。これからの活動がとっても楽しみです。

あなたに合ったボランティア、きっと見つかる!

地域でのボランティア活動でいきいき生活!
参　加
大募集

対象者
区内在住の65歳以上の方 ※平成21年12月までに65歳になる方を含む
活動場所
区内の介護保険施設など
活動内容
洗濯物整理、話し相手、シーツ交換など（身体介護は対象外）
希望により活動先施設及び内容、時間を選べます

❶参加を希望される方は講習を受け、介護支援ボランティア登録をし
ます。
❷ボランティア活動先となる施設と活動内容や日程の調整を行い、活
動を開始します。
❸活動毎に手帳にスタンプ（ポイント）を押してもらいます。
　※1回の活動につき1時間1ポイント。2時間以上で、2ポイントが上限です。
❹スタンプをポイントに換算します。年間50ポイントを上限に、換金
又は寄附の申請を新宿区社会福祉協議会に行います。

活動の流れ

関心のある方は、ぜひ下記講習会にご参加ください。申込は下記まで。

講習会日程　※先着順。参加費用無料
日　時

①6月24日（水）15:30～17:00
②7月10日（金）15:30～17:00
③7月30日（木）14:00～15:30

会　場
区役所第2分庁舎3階会議室
区役所第2分庁舎3階会議室
戸塚特別出張所地下会議室B

定　員
80名
80名
25名

柏木・角筈地区

三河・笹岡・落合

　ボランティアと社会貢献活動に取り組む「新宿企
業ボランティア連絡会」では、地域の企業が主体と
なってこれまで様々な交流の場を展開。夏に行われ
た「打ち水大作戦」は総勢100名が参加する大イベン
トに。新宿に住む人、集う人をつないでいきます。

企業と地域の共生をめざして

大久保・戸塚地区

島・大野・滝上・田中

　大久保ではサポートコーナーを拠点に外国人ボ
ランティアが活動の場を展開。戸塚では「戸山団
地」における住民の
様々な活動を支援
するなど、暮らしや
すいまちづくりに
向けて住民と協働
の事業に取り組ん
でいます。

多文化共生、多世代が集うまち

箪笥町・榎町地区

丸山・寺澤・出店・菊池

　鶴巻小学校では地域の方々と小学校の子ども達
が集まって「つるまき学校サロン」を開催。また都立
山吹高校では授業
の 一 環 で ボ ラ ン
ティア体験活動に
取り組んでいます。
学校と地域をつな
ぎ、子どもから大人
まで様々な世代の
交流をすすめます。

学校とともに生きる

四谷・若松町地区

（後）中山・出井　（前）横田・石岡

　多彩なサロン活動を展開する「四谷ひろば」は“世
代を超えた交流の場、地域文化の発信拠点”。また「活
動団体ネットワーク交流会」を通じて、 地域の情報を
共有し、様々な課題の解決に取り組んでいます。地域
一体となって豊かな暮らしを支えてる特色ある活動
を全力でサポートしていきます。

地域一丸となってまちづくり

落合三世代交流サロン

落合第一・第二地区

鈴木・阿部・竹内・齊藤

　西落合児童館2階に、住民の手で立ち上げた“地
域のお茶の間的サロン”三世代交流スペースが誕
生。そんな憩いの場
には社協による相
談コーナーも開設。
地域住民のニーズ
にこたえるととも
に、世代を超えたボ
ランティア活動を
支援していきます。

世代を超えた交流が魅力新宿ボランティア・
市民活動センター
新宿ボランティア・
市民活動センター

　ボランティア活動を通じ地域でいきいきと暮らせるよう応援する事業です。
地域で暮らす人々と新たに出会い、支え合うボランティア活動に、これまでの
豊かな経験を生かしながら参加してみませんか？

参加ボランティア大募集

落合第一・第二地区

箪笥町・榎町地区

大久保・戸塚地区

柏木・角筈地区

四谷・若松町地区

介護支援ボランティア・
ポイント事業が始まります!

電話：5273-9191新宿ボランティア・市民活動センター

新宿社協・発行物のご案内 ご希望の方は下記までお問い合せください。

「ふれあい・いきいきサロン
パンフレット」
住民同士が気軽に集える地域の居場所として、現在約45箇所
を拠点に、高齢者・子育て・障がい者（児）など、多彩なサロン活
動が展開されています。身近なサロンを知りたい、立ち上げて
みたい方など、ぜひご活用ください。

「見守り協力員事業　活動事例集」

地域見守り協力員事業が始まってから10年が経ち、様々な出
逢いとネットワークを生み出し、地域住民の生活を支えてきま
した。本書では見守り・声かけ活動の実践事例や、協力員からの
メッセージをご紹介しています。

「災害ボランティアセンター
運営マニュアル」
大規模災害時に新宿社協が新宿区と協働で立ち上げ運営する
「総合ボランティアセンター」の役割や取組みについて初めて
まとめたものです。新宿社協の取り組みや災害時の役割につい
て、理解を深めていただく内容になっています。

「戸山団地・くらしとコミュニティに
ついての調査報告書」
新宿区では、少子高齢化の進展、単身世帯及び大規模集合住宅
の増加という特色があります。身近な地域での住民主体の生活
課題解決及びコミュニティづくりにぜひご活用ください。

　こんな素敵な場所が地域にあったらイイナという想いをカタチに
してきた三世代サロン。リニューアルして新たなスタートを切りまし
た。住民の方々のエネルギーとアイデアでさらに盛り上げていけたら
いいなと思います。ぜひ一度お気軽に立ち寄ってみてください♪
（報告：竹内）

活動時間活動場所
午前10時～午後4時
※日曜日を除く

落合三世代交流スペース
（西落合児童館2階）
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ボランティア保険・行事保険
の手続について

●国内で活動中の偶然な事故によりボランティア自身が「ケガ」を被った
　場合
●活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与えた結果、法律上の賠償
　責任を負った場合　

ボランティア保険

　国内での福祉活動やボランティア活動などを目的に、市民活動の一環
として非営利の団体が主催する行事参加中に行事参加者が偶然な事故で
ケガをした場合の「傷害保険」です。オプションで「行事主催者の賠償責任
保険」もあります。

行事保険

重　

要

　この保険は行事参加者全員の加入が必要です。参加者全員を特
定できない行事（例えば、不特定多数の方の参加が見込まれるお
祭りなど）はこの行事保険に加入できません。
名簿の取扱（今年度より変更あります。）
　行事保険に加入するには、参加者全員（主催者・スタッフを含
む）の氏名、住所、電話番号（居住地）の入った名簿を申込み時に必
ずご提出ください。ご不明な点はお問い合せください。

補償内容

●日本国内での活動
●無償の活動
●個人の自発的な意思により他人や社会に貢献する目的を持って取り組 
　まれる活動
　※補償期間は、加入受付日の翌日から2010年3月31日までです。

対　　象

介護支援ボランティア・ポイント事業とは

内　容
事業の説明、ボランティア活動先となる施設や活動内容、認知症の方へ
の接し方、ポイント申請の方法など

　今年度も安心して活動に参加できるよう、保険の加入・更新をお勧めします。
手続きは、ボランティア・市民活動センター及び、各地区ボランティア・地域活動
サポートコーナーで出来ます。また、保険内容についての詳細は下記までお問
い合せください。

　センターではボランティアへの理解を深めていただくと共に、様々な市民活動をサポートしています。自分の特技を社会貢献の活動に生かしてみたい、身
近な市民活動をもっと知りたい、地域の活動に参加してみたいと思ったらお気軽にご相談ください。
　まちづくりの主役は地域に暮らす皆さま自身。ご近所同士、小さな助け合いの関係づくりをめざして、当協議会の担当スタッフが皆さまの地域活動を
隅々までサポートします。新宿ボランティア・市民活動センターはあなたの｢気づきと発見｣を応援します。

大好きなこのまちを、住民の
皆さまと一緒に暮らしやす
い地域に！

お問い合せ▶

　赤ちゃんからお年寄りまで様々な世代が教えあい、学びあい、楽し
く過ごせる“地域のお茶の間”があったらなぁ･･･。そんな住民の想い
から昨年6月に活動を開始した「落合三世代交流サロン」は、オープン
以来住民によって様々な催しが行われ、地域に親しまれる交流スペー
ス。会場は「カフェ」や乳幼児の遊び場、レクリエーションひろば、ミニ
FMスタジオなどが設けられていて、小さなお子さんも安心して遊べ
る環境とあってお母さん達にも大好評。様々な世代が気軽に立ち寄れ
るまさに憩いの空間です。
　さらに今年度からは会場もリニューアルし、サロン開放日も拡大。4
月には「落合三世代交流サロン・オープニングイベント」を開催し、イ
ベント当日は100名を上回る参加者が詰めかけました。社協による相
談コーナー（※）も新たに開設され、地域の身近な窓口としてこれから
も人の輪をつないでいきます。
※毎月第1土曜日、第3火曜日　午前10時～午後4時

地域のお茶の間で、異世代の交流

クローズ・アップ☆地域活動
もっと知りたい! ちいきの底ヂカラ

参加者の声

　リニューアルオープンの日をワクワクしながら待ってました。サロン
に入るとスタッフの方々の明るい笑顔で迎えられ、中は開放感のある部
屋ばかり♪エレベーターも設置されていて、“便利になってうれしい！”
とあちこちから嬉しそうな声。これからの活動がとっても楽しみです。

あなたに合ったボランティア、きっと見つかる!

地域でのボランティア活動でいきいき生活!
参　加
大募集

対象者
区内在住の65歳以上の方 ※平成21年12月までに65歳になる方を含む
活動場所
区内の介護保険施設など
活動内容
洗濯物整理、話し相手、シーツ交換など（身体介護は対象外）
希望により活動先施設及び内容、時間を選べます

❶参加を希望される方は講習を受け、介護支援ボランティア登録をし
ます。
❷ボランティア活動先となる施設と活動内容や日程の調整を行い、活
動を開始します。
❸活動毎に手帳にスタンプ（ポイント）を押してもらいます。
　※1回の活動につき1時間1ポイント。2時間以上で、2ポイントが上限です。
❹スタンプをポイントに換算します。年間50ポイントを上限に、換金
又は寄附の申請を新宿区社会福祉協議会に行います。

活動の流れ

関心のある方は、ぜひ下記講習会にご参加ください。申込は下記まで。

講習会日程　※先着順。参加費用無料
日　時

①6月24日（水）15:30～17:00
②7月10日（金）15:30～17:00
③7月30日（木）14:00～15:30

会　場
区役所第2分庁舎3階会議室
区役所第2分庁舎3階会議室
戸塚特別出張所地下会議室B

定　員
80名
80名
25名

柏木・角筈地区

三河・笹岡・落合

　ボランティアと社会貢献活動に取り組む「新宿企
業ボランティア連絡会」では、地域の企業が主体と
なってこれまで様々な交流の場を展開。夏に行われ
た「打ち水大作戦」は総勢100名が参加する大イベン
トに。新宿に住む人、集う人をつないでいきます。

企業と地域の共生をめざして

大久保・戸塚地区

島・大野・滝上・田中

　大久保ではサポートコーナーを拠点に外国人ボ
ランティアが活動の場を展開。戸塚では「戸山団
地」における住民の
様々な活動を支援
するなど、暮らしや
すいまちづくりに
向けて住民と協働
の事業に取り組ん
でいます。

多文化共生、多世代が集うまち

箪笥町・榎町地区

丸山・寺澤・出店・菊池

　鶴巻小学校では地域の方々と小学校の子ども達
が集まって「つるまき学校サロン」を開催。また都立
山吹高校では授業
の 一 環 で ボ ラ ン
ティア体験活動に
取り組んでいます。
学校と地域をつな
ぎ、子どもから大人
まで様々な世代の
交流をすすめます。

学校とともに生きる

四谷・若松町地区

（後）中山・出井　（前）横田・石岡

　多彩なサロン活動を展開する「四谷ひろば」は“世
代を超えた交流の場、地域文化の発信拠点”。また「活
動団体ネットワーク交流会」を通じて、 地域の情報を
共有し、様々な課題の解決に取り組んでいます。地域
一体となって豊かな暮らしを支えてる特色ある活動
を全力でサポートしていきます。

地域一丸となってまちづくり

落合三世代交流サロン

落合第一・第二地区

鈴木・阿部・竹内・齊藤

　西落合児童館2階に、住民の手で立ち上げた“地
域のお茶の間的サロン”三世代交流スペースが誕
生。そんな憩いの場
には社協による相
談コーナーも開設。
地域住民のニーズ
にこたえるととも
に、世代を超えたボ
ランティア活動を
支援していきます。

世代を超えた交流が魅力新宿ボランティア・
市民活動センター
新宿ボランティア・
市民活動センター

　ボランティア活動を通じ地域でいきいきと暮らせるよう応援する事業です。
地域で暮らす人々と新たに出会い、支え合うボランティア活動に、これまでの
豊かな経験を生かしながら参加してみませんか？

参加ボランティア大募集

落合第一・第二地区

箪笥町・榎町地区

大久保・戸塚地区

柏木・角筈地区

四谷・若松町地区

介護支援ボランティア・
ポイント事業が始まります!

電話：5273-9191新宿ボランティア・市民活動センター

新宿社協・発行物のご案内 ご希望の方は下記までお問い合せください。

「ふれあい・いきいきサロン
パンフレット」
住民同士が気軽に集える地域の居場所として、現在約45箇所
を拠点に、高齢者・子育て・障がい者（児）など、多彩なサロン活
動が展開されています。身近なサロンを知りたい、立ち上げて
みたい方など、ぜひご活用ください。

「見守り協力員事業　活動事例集」

地域見守り協力員事業が始まってから10年が経ち、様々な出
逢いとネットワークを生み出し、地域住民の生活を支えてきま
した。本書では見守り・声かけ活動の実践事例や、協力員からの
メッセージをご紹介しています。

「災害ボランティアセンター
運営マニュアル」
大規模災害時に新宿社協が新宿区と協働で立ち上げ運営する
「総合ボランティアセンター」の役割や取組みについて初めて
まとめたものです。新宿社協の取り組みや災害時の役割につい
て、理解を深めていただく内容になっています。

「戸山団地・くらしとコミュニティに
ついての調査報告書」
新宿区では、少子高齢化の進展、単身世帯及び大規模集合住宅
の増加という特色があります。身近な地域での住民主体の生活
課題解決及びコミュニティづくりにぜひご活用ください。

　こんな素敵な場所が地域にあったらイイナという想いをカタチに
してきた三世代サロン。リニューアルして新たなスタートを切りまし
た。住民の方々のエネルギーとアイデアでさらに盛り上げていけたら
いいなと思います。ぜひ一度お気軽に立ち寄ってみてください♪
（報告：竹内）

活動時間活動場所
午前10時～午後4時
※日曜日を除く

落合三世代交流スペース
（西落合児童館2階）
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110号 平成21年（2009年）6月5日発行 第110号平成21年（2009年）6月5日発行新宿社協だより「けやき」

　社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づき
各市区町村に設置されている地域福祉の推
進を目的に住民や地域団体を会員として成
り立つ民間の非営利団体です。
　新宿区社会福祉協議会では、福祉サービス
を必要とする方々だけではなく、まちで暮ら
す人々すべてを対象に地域福祉を推進して
います。
　地域共有の課題や、一人ひとりの暮らしの
課題の改善・解決に向けた活動を、区民の皆
さまをはじめ、市民活動団体、事業者・企業、
行政等、地域社会を形づくる多様な立場の
方々とともに取り組んでいきます。

社会福祉協議会とは……

新 宿 社 協 だ よ り

110号

も
く
じ

地域活動支援事業（59,095千円）
ボランティア・地域活動推進事業
●体験ボランティア学習会の開催
●ボランティア・市民活動の総合相談・支援等
●ボランティア・市民活動情報紙の発行
●地域・学校等における福祉教育の推進
●NPO・地域活動団体相互間のネットワーク支援
●ボランティア・市民活動センターの運営
●ボランティア・地域活動サポートコーナーの運営
●災害ボランティア講座等各種講座の開催
●暮らしのサポート事業

地域協働事業
●自然体験のつどい
●コミュニティづくりの推進
（推進地区における実践）

地域活動助成事業
●地域団体への事業助成
●ふれあいのまちづくり事業助成
●ボランティア団体への助成

区受託事業
●ふれあい訪問・地域見守り協力員事業
●地域支え合い活動推進事業
●高齢者困りごと支え合い事業
●介護支援ボランティア・ポイント事業

在宅福祉生活支援事業（69,294千円）
相談事業
●ふれあい福祉相談

在宅福祉事業
●財産保全サービス
●ハンディキャブ運行
●車椅子貸出

緊急援護事業
●住所不定者の緊急援護
●緊急保護を必要とする女性への援助

区受託事業
●手話通訳者派遣事業
●成年後見制度利用推進事業（成年後見センター運営）

東京都社協受託事業
●生活福祉資金貸付事業
●地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

法人経営事業（287,719千円）
組織運営事業
●理事会・評議員会
●法人管理
●広報事業
●経営計画進捗管理
●事業成果報告書・評価プログラムの作成
●民生委員・児童委員協議会との連携

ファミリーサポート事業（16,952千円）
●地域の中の子育て支援と児童の福祉向上を目的と
した会員制の相互援助活動

高年齢者就業支援事業（16,267千円）
●高年齢者の無料職業紹介・求職支援・求人開拓・就業
相談・合同就職面接会の実施

応急小口資金貸付事業（23,286千円）
●生活困窮世帯で緊急を要する不時の出費等につい
ての貸付

共同募金運動事業（22,367千円）
●歳末たすけあい運動
●募金による援護
（乳児院幼児・交通遺児・在宅重度障害者・女性更生
保護施設入所者への見舞金品）

●赤い羽根共同募金運動

いきいき資金融資事業（6,603千円）
●高齢者のための資産活用

※上記の予算額は、経理区分間繰入金収入（支出）12,012千円を減額した額です。
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業
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だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティの実現をめざして

●相談
　・子育て（ファミリー・サポート）…………
　・成年後見・権利擁護………………………
　・高年齢者のお仕事（新宿わく☆ワーク）…
　・なんでも相談 ……………………………
　・ボランティア相談 ………………………
●お知らせ
　・助成金について …………………………
　・夏体験ボランティア ……………………
　・新宿社協冊子（無料）のご紹介 …………
●社協について
　・経営計画2009～2013について ………
　・寄付のお礼 ………………………………
　・入会ご希望の方は ………………………
　・お問い合せ ………………………………

4面
　4面
　5面

5面
7面

3面
8面
6面

2面
3面
8面
8面

「夏ボラで新たな発見!」

対　象

「夏体験ボランティア」活動までの流れ

参加者説明会に参加する

●区内在住・在勤・在学の中学生以上の方　
●親子でのボランティア…乳児・幼児･児童（小学生）とその保護者

昨年の参加者の声

夏ボラがきっかけで、今も活動を継続しています。

■お電話でお申込みください。（下記）
■参加申込書と活動メニュー表を配布します。
■資料代500円をご用意ください。（社協会員は無料）
■左記日程のうち必ず1回参加してください。

参加の申込みをする
■左記申込み受付時間をご確認ください。
■ボランティア保険料300円～700円をご用意ください。
　（今年度未加入者のみ）
■申込み時に先着順で希望施設や団体へ紹介します。

活動スタート
■８月～９月末日の間で希望に応じ1日～半日程
■それぞれの活動先で「事前オリエンテーション」の後、
　活動開始。

活動のふりかえり
■活動後、やって良かったことや反省点をまとめる。
■ボランティア・市民活動センターにアンケートを提出。

昨年の活動内容と実績

活動先

説明会と申込み受付日程

区内高齢者・障害者・児童施設、国際協力団体、NPO、地域団体等

活動先の決定

高齢者施設 ………お年寄りとのふれあい活動など
障害者施設 ………趣味活動の手伝い、スポーツを一緒に楽しむなど
児童施設 ………児童館、イベントの手伝い、託児、読み聞かせ活動など
地域団体 ………地域のサロンでの活動、環境・国際問題を一緒に考えるなど
その他 ………親子で多国籍料理づくり、取材・編集ボランティア活動など

昨年は……62ヶ所の施設・団体、115のメニュー、165人の参加がありました。（親子含む）

例えば

　新宿ボランティア・市民活動センターでは、夏休みの期間を中心に施設・団体・NPO等の皆さんに
よるご協力のもと、ボランティア活動の場を提供しています。親子（小学生以下）でも参加できる活
動も用意しています。今年の夏は、ボランティア体験をとおし
て、今までとは違う“新宿のまち”を発見してみませんか？
　まずは説明会へのご参加お待ちしています!!

説明会
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

日　付

7月12日（日）

7月14日（火）
7月17日（金）
7月18日（土）
7月21日（火）

時　間（約90分）
13:30～15:00
18:30～20：00
18:30～20：00

10:00～11：30

申込み受付時間

13:00～20:00
13:00～17:00
9:00～19:00

会　　場

戸塚特別出張所
地下集会室A

　子どもたちの笑顔が見たくて、活動のある
日は天候が悪くても自然と足が動き出しま
す。「今日はこんな工夫をしてみよう」と自分
自身も楽しみながら、毎回新しい発見との出
会い。親切に教えてくださったグループの
方々にも日々感謝です。（勤労者）

地域活動支援課　電話：5273-9191お問い合せ▶

あると思います

※経営計画の詳細は2面をご覧ください。
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地域に密着した中間
支援組織として

小地域展開
の推進

ネットワーク
づくりの支援

地域の方、団体企業
等との

地域住民相互の

支えあい・
助けあいの
コーディネート

の実施

参加者募集!! ’09

FIGHT!
FIGHT!

住 所 〒169-0075　新宿区高田馬場1-17-20　戸塚特別出張所内

T E L 5273-2941（代表） F A X 5273-3082

E-mail shinjuku-shakyo@kbe.biglobe.ne.jp

U R L http://www1a.biglobe.ne.jp/s-shakyo/

●JR山手線・西武新宿線　高田馬場駅下車　早稲田口から徒歩7分
●東京メトロ東西線　高田馬場駅下車　7番出口から徒歩3分
●都バス
「上69」小滝橋車庫⇔上野公園、または「飯64」小滝橋車庫⇔九段下で
戸塚特別出張所前下車　徒歩1分

法人経営課
TEL：5273-2941
地域活動支援課
TEL：5273-9191
しんじゅくまちかどネットワーク　
TEL：5273-3546
在宅生活支援課
TEL：5273-3541

新宿区社会福祉協議会ご案内

案内用の 
看板が 
あります。 
 

戸塚第二 
小学校 

早稲田通り 

BIGBOX

東西線7番出口 

早稲田口 

至池袋 

至新宿 
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新宿区社会福祉協議会（戸塚特別出張所内） 

都バス「戸塚特別出張所前」 

社協会員募集中

●四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区内藤町87　四谷特別出張所内 TEL･FAX：3359-9363

●牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区箪笥町15　箪笥町特別出張所内 TEL･FAX：3260-9001

●大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区大久保2-12-7　大久保特別出張所内 TEL･FAX：3209-8851　

●落合ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区下落合4-6-7　落合第一特別出張所内 TEL･FAX：5996-9363　

●淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー 開所時間：月～金 午前10時～午後5時
新宿区北新宿2-3-7　柏木特別出張所内 TEL･FAX：3363-3723

普通会員　一口　　500円以上
特別会員　一口　2,000円以上
団体会員　団体・法人の規模に応じた任意の額
00110-5-57124
社会福祉法人　新宿区社会福祉協議会

会　員
（年会費）

郵便局口座番号
口座名義

私たち社協は地域福祉活動の支援を行っています。
一人でも多くの方のご賛同をおまちしております。

高年齢者就業支援課
TEL：5273-4510
成年後見センター
TEL：5273-4522
ファミリー・サポート・センター
TEL：5273-3545
ふれあい福祉相談専用
TEL：5273-8550

開所時間　月～金　
午前8時30分～午後5時
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