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c o n t e n t s

各種セミナー、寄付物品情報、他

散歩の付き添い、お話し相手、マラソンの伴走、他

国内での福祉活動やボランテイア活動、また市

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」と「行事主催者の賠償責

任保険」がセットになった保険です。

参加者を特定できない行事は対象外です。

【次年度の変更点】
①１日行事は参加者５名から対象となります。

②賠償責任補償が基本補償となります。

③「宿泊行事」参加者名簿のみ窓口への提出が

必要です。（１日行事は事故発生時に備え予め

名簿の作成をお願いします）

重要

来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受付けます。
また、保険内容についての詳細は直接お問合せください。

ボランティア保険
行事保険

加入
手続
き

ご案
内

【補償内容】
■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

【対象】
■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

平成２３年3月31日までです。

４月１日～平成２３年３月
３１日の活動を対象とした
保険加入手続きの受付を始
めました。平成２１年度中
に加入した保険は今月末日
で補償期間が切れます。

ボランティア保険 行事保険

厳しい社会情勢の中、昨年度とほぼ同額の募金が寄

せられました。皆様からの善意の募金は誰もが安心して

暮らせるまちづくりに向け、地域福祉の推進のために活

用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

■赤い羽根共同募金：６，２５１，４６４円

■歳末・地域たすけあい募金：１４，１６５，５２６円

共同募金運動へのご協力のお願い

３今年度新たに誕生したサロンを一挙ご紹介



２ uvol nteer

今年度も地域の方々のご協力によりたくさんのサロンが誕生しました。各地区ごとの特色豊かなサロン

を通じ、地域には様々な出会いが生まれ、人と人との輪がまたひとつ広がりました。活動日時、プログラ

ム内容、参加費等はサロン担当：出店までお問合せください。

今年度誕生したサロンのご紹介
ふれあい・いきいき

サロンってこんなとこ

スイトピー ふらっとひとやすみ

こぶたカフェ いきいきサロン ひだまり

カフェでくつろぎながら小物づくり、絵画教室、

マージャンなど様々なプログラムを楽しんでいます。

【日 時】お問合せください

【場 所】ふらっと新宿 落合店

（愛称：ふらっとひとやすみ）

子育て中のママ達や子ども達が自由に交流できる
サロンです。ランチ、マッサージ等ワンコイン講
座を行っています。
【日 時】毎月第２・４木曜

午前１０時～午後３時
【場 所】北新宿生涯学習館

体操を中心に手芸、小物づくり等行っています。

【日 時】毎週火曜、毎月第１、２、３木曜

午後１２時３０分～２時３０分

【場 所】東五軒町ことぶき館

都会に広がる新宿御苑の近くにて、喫茶やお食事、

体操を楽しむサロンを開催しています。

【日 時】毎月第１火曜、水曜

午前１１時～午後２時 ※食事付

毎月第３火曜、水曜

午後１時～４時 ※喫茶付

【場 所】四谷地区

伝承折紙 おりおり ひまわりの会

子どもたちと折り紙を用いた交流をしています。

【日 時】毎月第２金曜 午後３時～４時

【場 所】榎町子ども家庭支援センター

身近な材料を用いた小物作りや手芸を行っています。

【日 時】毎月第２水曜、金曜 午後１時～４時

【場 所】戸塚地域センター

誰もが気軽に楽しく参加できる地域のいこいの場。

住民とボランティアとが世代を超えてサロンに集い、協働で企画し、

皆で内容を決め、共に運営していく『仲間づくり・居場所づくり』の活動です。

①楽しさ・いきがい・社会参加 ⑤生活のメリハリ

②無理なく体を動かせる ⑥閉じこもり防止

③心と体への適度な刺激 ⑦同世代の仲間づくり

④健康や栄養について意識する習慣 ⑧異世代交流

ぜひ一度サロン活動に参加してみませんか？

色んな方と触れ合えるので、とっても楽しいですよ♪

サロンへの参加、立上げの相談はお問合せください。

ふれ
あい

いき
いき

サロ
ンと
は

サロ
ン

の効
果

新宿ボランティア・市民活動センター
TEL.5273-9191
mail.shinjuku-shakyo@kbe.biglobe.ne.jp



【募集に関する問合せ】

ＴＥＬ（５２７３）９１９１

個人からの相談では、最初の顔合わせの時、
社協職員が同行します。

どうぞお気軽にお問い合せください。

ボ ラ ン テ ィ ア

情報コーナー

個人

寝たきりの子の運動補助
１

弁天町にお住まいの一人暮らしの９０歳代女性です。

一人で通院することが困難なため、一緒に病院に付き

添ってくださる方を募集しています。

【日時】月１回程度(２～３時間程度)

【内容】通院の付添い

【場所】自宅周辺の病院

【募集】女性

通院の付き添い
４

３ uvol nteer

病気の後遺症により現在寝たきりの状態にある１３歳

の女の子です。回復に向けて毎日訓練に励んでいます。

訓練はドーマン法と呼ばれるもので、手足の曲げ伸ばし

や筋肉の緊張をほぐすお手伝いをしてくださる方を募集

しております。まずは一度会いに来てください♪

【日 時】毎日行っています。都合のよい時間帯のみの

ご協力も大歓迎です。

①午前９時～１０時（２名）

②午後２時～３時（２名）

③午後４時３０分～５時３０分（２名）

【場 所】自宅（市ヶ谷加賀町）

【内 容】運動の補助

※経験は問いません。初心者大歓迎です。

【募 集】女性

20代男性。網膜色素変性症により視覚に障害があり

ますが、3年前よりマラソンに挑戦しています。これまで

は主に父親が伴走していましたが、腰を痛めたため、

一緒に楽しみながら伴走してくださる方を募集します。

マラソンの伴走
３

【日 時】水・土曜日でご都合に合わせて

【内 容】自宅から約3キロ程度のマラソンの伴走

※伴走はどなたでも出来ます。

【場 所】本人宅（北新宿）

【募 集】男女問わず

一人暮らしの８０歳代女性です。自立歩行できますが、

腰のご病気のため1人で外出することに不安がありま

す。どなたかちょっと一緒に歩いていただけませんか。

【日 時】月１、２回程度 １、２時間程度

ボランティアの都合の良い日でOK

【内 容】自宅周辺の散歩・お買い物等の外出付き添い

【場 所】百人町（戸山団地）

【その他】女性を希望

お散歩の付き添い
５

５０代視覚障害の女性。レガス新宿主催の「アクアビク

ス＋ウォーキング」に参加する際、プール内における支

援をお願いします。一緒にプールに入り、側でサポート

をしてくださる方を募集します。

【日 時】毎週木曜日 ※月１回程度でも可

午前１０時１５分～１１時

【内 容】プール内における安全確保、

インストラクターの指示伝達など

【場 所】新宿コズミックセンター（大久保３－１－２）

【募 集】女性 運動好きな方歓迎

プール内の運動サポート
２



高齢者施設

施設内でのお手伝い
１０

一人暮らしの８０歳代女性です。耳が不自由で補聴

器を使用していますが、おしゃべりとカラオケが好きな

方です。楽しくお話し相手になっていただける方を募集

しています。

【日 時】月１、２回程度

ボランティアの都合の良い日で

【内 容】自宅等での話し相手

【場 所】百人町（戸山団地）

【その他】女性

お話し相手ボランティア
７

特別養護老人ホーム「あかね苑」では、入居者の入浴

後の整髪・ドライヤーかけをお手伝いしてくださる方を募

集しています。楽しくお話ししながら、整髪のお手伝いを

してみませんか？

整髪のお手伝い
８

４ uvol nteer

特別養護老人ホーム「かしわ苑」の活動では、気軽に

参加できるボランティア内容で募集しています。

【日 時】午前１０時～正午 または 午後２時～４時

【内 容】①洗濯物をたたんで、各居室へ配る

②入居者の入浴後のドライヤーかけ

【場 所】特別養護老人ホームかしわ苑（JR中央・総武

線「東中野駅」、「大久保駅」から徒歩８分）

【募 集】男女可

【その他】動きやすく、汚れても良い服装でお越し下さい。

ホーム内のお手伝い
９

【日 時】月・木曜日 午後２時～４時

【内 容】入居者の入浴後の整髪・ドライヤーかけ

【場 所】あかね苑（東西線「神楽坂」または大江戸線

「牛込柳町」徒歩７分）

【募 集】各曜日 女性１名

子育て支援施設「ゆったりーの」は子どもと親たち、

そして地域の方々が一緒につくる子育て支援施設です。

居場所づくりを一緒にお手伝いしてくださる方を募集し

ています。みなさんも参加してみてはいかがですか？

子どもの居場所づくりのお手伝い
１１

児童施設

新宿けやき園は障害者支援施設と介護老人福祉施

設の複合施設です。入居されている方への様々

なサポートをはじめ、施設内での活動を一緒に盛

り上げてくださる方を募集しています。

【日 時】①午前１０時～正午

②午後１時３０分～３時

③午後３時～５時 ※曜日応相談

【場 所】新宿けやき園 (ＪＲ・東西線・西武新宿線「高

田馬場」徒歩１０分)

【内 容】散歩付き添い、食事の配膳・下膳・食器洗い、

お話し相手、演芸や歌などの一芸披露、歌・

書道などの趣味活動のお手伝いなど お気

軽にご相談ください

【募 集】男女年齢問わず

【その他】動きやすい服装

中落合にお住まいの８０歳代男性です。自立歩行はで

きますが、足が不自由のため不安があります。どなたか

ちょっと一緒に歩いていただける方を募集しています。

【日 時】週２回(火曜日を除く)

【内 容】自宅周辺の散歩

【場 所】中落合３丁目

【その他】女性を希望

お散歩の付き添い
６

障がい者施設



切手整理

【日 時】毎月第１、３水曜日

午後１時～3時（随時活動可）

【場 所】新宿区社会福祉協議会 会議室Ｂ

切手整理・エプロンづくり
１４

エプロンづくり

タオルなどをリサイクルし、施設等の利用者が食事の

際に使用するエプロンを作製しています。

【日 時】毎月第２、４水曜日

午後１時～3時

【場 所】新宿区社会福祉協議会 会議室Ｂ

５ uvol nteer

その他

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
必ず切り捨ててください。

切手

ご提供ください

託児のお手伝い

緑豊かな鎧神社の神域の中にある「よろい保育園」の

子ども達は戸外での活動を中心に元気に過ごしていま

す。一緒に遊んでくださる方を募集しています！

【日 時】午前９時～１１時３０分

【内 容】お散歩の付き添い、子どもの遊び相手

【場 所】よろい保育園（JR中央・総武線「東中

野駅」「大久保駅」から徒歩１０分）

【募 集】女性

【その他】動きやすい服装でお越しください。

１３

保育室のお手伝い
１２

保育室シェ・マミーは４ヶ月～未就学児の預かり保育

を行っています。乳幼児と楽しみながら昔遊びや工作

のお手伝いをしてくださる方を募集しています。子ども好

きな方、一緒に活動してみませんか？

【日 時】月～金曜日 ※応相談

午前９時３０分～１１時３０分頃

【内 容】乳幼児と一緒に昔遊びや工作、縫い物等

【場 所】保育室シェ・マミー（南北線・有楽町線

「市ヶ谷」徒歩３分）

【その他】汚れてもよい格好でお越しください。

【日 時】月・水・金・土曜日：午前１０時～午後４時

火曜日：午後１２時３０分～４時

※時間・曜日等応相談

【内 容】 ①ひろばで子どもの見守り

②講座等イベント時の託児

③草花の手入れ

④備品修繕

【場 所】ゆったりーの（東西線「神楽坂」、都営大江戸

線「牛込柳町」「牛込神楽坂」徒歩１０分）

【募 集】男女年齢問わず若干名

【その他】動きやすい服装でお越しください。

【注 意】ひどい汚れや破れのあるもの、劣
化の激しいものはご遠慮ください。

手ぬぐいや布などの生地を使って、エプロン
や手さげ、小物などを制作しています。自宅に
眠っているお歳暮の手ぬぐい、タオル、絵柄の
きれいな布などをご提供ください。

出来上がった作品は福
祉施設へ寄贈、またイベ
ント等で販売し、売上げ
金を車椅子の購入にあて
るなど地域の福祉活動に
活用しています。

布・タオル



【開所日時】月曜～金曜日
午前10時～午後5時

皆様のお越しをお待ちしております
来所の際は事前にご連絡下さい

ボランティア・地域活動

サポートコーナー

６ uvol nteer

淀橋ボランティア・地域活動
サポートコーナー

柏木
角筈

【手編みの会】

４月５日（月）、１９日（月）

■時間：午後２時～４時

■場所：柏木特別出張所会議室

【切手整理】

４月１３日（火）、２７日（火）

■時間：午後１時３０分～３時３０分

■場所：松島様宅（北新宿）

柏木特別出張所内（北新宿２ー３ー７）
TEL.FAX:3363-3723
E-mail:yodobashi-vc@kkf.biglobe.ne.jp

落合（おちあい）

問合せ

コーナーでボランティア

これは「手編みの会」のメンバーのひとりが制作

した『吊るし雛』。人形や桃の花ひとつひとつが古

い着物を利用して作られたものです。ゆらゆらと揺

れる吊るし雛を眺めていると、不思議と飽きません。

祝☆吊るし雛完成！ 手編みの会

【日 時】３月２６日（金）

午後１時３０分～３時３０分

【場 所】柏木地域センター 会議室A・B

【内 容】視覚にハンディをお持ちの方をお招きし、

現在活動されているマラソン等について

お話しいただきます。またアイマスク体

験を通して支援方法のポイントを学びます。

【申込み】コーナーまでご連絡ください。

ボランティア連絡会のお知らせ

【ぞうり作り】３月２４日（水）、４月２８日（水）

【ビーズの会】４月１６日（金）

【切手整理】４月９日（金）

【小布の会】４月１２日（月）

■時間：午後１時３０分～３時３０分

■場所：箪笥町特別出張所会議室

コーナーでボランティア

箪笥町
榎町

牛込ボランティア・地域活動
サポートコーナー

箪笥町特別出張所内（箪笥町１５）
TEL.FAX:3260-9001
E-mail:ushigome-vc@Kif.biglobe.ne.jp

寺澤（てらさわ）

問合せ

【囲碁の会】３月２３日（火）、３０日（火）、４月６日（火）

１３日（火）、２０日（火）、２７日（火）

■時間：午前１０時～正午

■場所：箪笥町特別出張所会議室



７ uvol nteer

【切手整理】４月１４日（水）

【落合手作りの会】４月９日（金）

■時間：午後１時３０分～３時３０分

■場所：落合第一高齢者総合相談センター

聖母ホーム １階作業室

落合ボランティア・地域活動
サポートコーナー

落合第一
落合第二

コーナーでボランティア

落合第一特別出張所内（下落合４ー６ー７）
TEL.FAX:5996-9363
E-mail:ochiai-vc@khh.biglobe.ne.jp

齊藤（さいとう）

問合せ

「センターを知ってほしい、来所された方に笑顔

で帰ってほしい！」このスローガンのもとに、地域

の方々が一丸となって盛り上げる「落一地域セン

ター祭り」も今年で１４回目。

落合第一地域センター祭りに参加

３月１３日（土）

Ｖコーナーも、落合手作りの会と切手整理のボラン

ティアの皆さまとともに参加しました。手作り小物

の販売や切手整理Ｑ＆Ａコーナーも好評！たくさん

の地域の方々と触れ合う良い機会をいただきました

四谷特別出張所内（内藤町８７）
TEL.FAX:3359-9363
E-mail:yotsuya-vc@kud.biglobe.ne.jp

水谷（みずがい）・高木（たかぎ）

問合せ

四谷
若松町

四谷ボランティア・地域活動
サポートコーナー

【はがき絵】４月１９日（月）

【小物作り】４月１３日（火）

■時間：午後１時３０分～３時３０分

■場所：四谷区民センター２階会議室

【切手整理】コーナーで常時活動できます。

コーナーでボランティア

今回４０名以上の参加で大いに盛り上がりました。

地域団体・施設スタッフの紹介の後、４グループに

分かれ情報交換・交流会をしました。日頃の活動の

紹介や活動に対する想いを語って頂きました。見守

り協力員活動や四谷VCを拠点とした活動、施設・

団体での活動など様々なボランティア活動者のお話

四谷ボランティア連絡会

２月２３日（火）

は、興味深いお話しばかりでした。サロン（気軽な

集いの場）が少ない、地域に活動拠点の場が少ない、

男性に参加して欲しい、出会いの場が欲しいという

意見がグループから共通して出ていました。社協で

はより一層四谷地区に密着して、皆様の活動を応援

していきたいと思います。

今回参加してくださった皆様ありがとうございまし

た。
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ご要望に応じて活動場所や日時を選択できます。

【対象者】65歳以上の区民の方

【場 所】事業受入施設（区内高齢者施設）

【内 容】洗濯物整理、話し相手、一芸披露など

※身体介護は対象外

介護支援ボランティア・ポイント事業

※先着順。講習会費用無料講習会

参加希望者は左記講習会を受け、介護
支援ボランティアとして登録をします。

自身で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。

翌年、ポイントの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

参加

募集

４月１３日（火）
午後２時～３時３０分

①高齢者施設でのボランティア活動

区内の高齢者宅を月２回程度訪問し、声かけ・見守りを行

う活動です。※活動実績がある場合、年間20ポイント

②地域見守り協力員活動

電球交換など高齢者のちょっとした困りごと（30分程度）
の解決に協力する活動です。※活動ごとに２ポイント

③ちょこっと困りごと協力員活動

65歳以上の区民の方がボランティア活動を通じて、地域でいきいきと過ごせるように応援します！！

活動に応じて、翌年に換金または寄付できるポイントが貯まります。対象となる活動は以下の３つです。

【場 所】社会福祉協議会地下会議室B

【内 容】事業説明、受入施設詳細、

認知症の方への接し方 など
【問合せ】新宿ボランティア・市民活動センター

これまでのボランティア経験の有無・期間も様々な約９０名が参加し
ています。
☆参加者の声☆来所されている皆さんやお手伝いしている方々等とも
交流できることを楽しく思いました。

大久保ボランティア・地域活動
サポートコーナー

大久保特別出張所内（大久保２ー１２ー７）
TEL.FAX:3209-8851
E-mail:ookubo-vc@kpd.biglobe.ne.jp

瀬戸（せと）

【切手整理】コーナーで常時活動できます。

問合せ

コーナーでボランティア

戸塚
大久保

北風吹き荒れる寒い日でしたが、百人町児童館で

は、お兄ちゃんと一緒の生後2カ月の赤ちゃんや元気

いっぱいの3歳児など二，三十組の親子で熱気が溢れ

ていました。焼きたてのホットケーキと麦茶で、日

ごろ子育てに忙しいママたちもお仲間と、おしゃべ

りに花を咲かせ、ちびっ子たちも児童館職員手作り

の、雛人形顔出しパネルから顔をのぞかせ“はい、

チーズ”と、おすまし記念撮影。参加した親子は一

日早いひな祭りを皆楽しんでいました。

幼児サークルは来週の修了式（たんぽぽは9日、ひ

まわりは11日）の後春休みに入ってしまいますが、

「たんぽぽ」「ひまわり」合同ひな祭り
３月２日（火）

5月からまた新学期が始まる予定です。詳しくは、百

人町児童館へお問い合わせください。

【平成22年度活動予定】

「たんぽぽ」火曜日 午前１１時～１１時４０分

対象：0，1歳児親子

「ひまわり」木曜日 午前１１時～１１時４０分

対象：2，3歳児親子



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

情報掲示板
i n f o r m a t i o n

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

環境について考える「市民環境学校」。国内外の様々な

事例を紹介しながら、皆さんと一緒に理解を深めます。

【日 時】３月２３日（火） 午後１時～５時

【内 容】講演①「美しい日本を守るナショナル・トラスト」

（社）日本ナショナル・トラスト協会

②「イングランドの湖水地方を訪ねて」

元横浜市水道局局長

懇談会「みんなで守ろう日本の景観」

日本景観学会

【会 場】東京ボランティア・市民活動センター

【参加費】会員１，０００円 非会員１，５００円 ※学生無料

【申込み】ＮＰＯ法人グリーンサイエンス２１

ＴＥＬ３９５２－１１２１

ＮＰＯグリーンサイエンス２１

「市民環境学校」
03

講座・セミナー

９ uvol nteer

01講談で納得！
なるほど成年後見制度

認知症や障害等により判断能力が十分でない方を支援

する「成年後見制度」。「講談」と専門家の「解説」をとお

して、制度の理解を深めてみませんか？

【日 時】３月２４日（水） 午後１時３０分～４時

【会 場】新宿区戸塚地域センター

７階多目的ホール

（新宿区高田馬場２－１８－１）

【講談師】神田織音氏

【講 師】弁護士 八杖友一氏

【定 員】１５０名

【参加費】無料

【申込み】ＦＡＸ･Ｅメール･郵送･電話のいずれかで、氏

名･年齢･所属（住所）･電話番号を明記の上、

下記までお申込ください。（※申込先着順）

【問合せ】新宿区社会福祉協議会

新宿区成年後見センター

ＴＥＬ５２７３－４５２２ ＦＡＸ５２７３－３０８２

e-mail：shinjuku-skc@ktb.biglobe.ne.jp

親族後見人や市民後見人同士の意見･情報交換、後

見活動の学習の機会として「交流会」を企画しています。

現在、親族後見人や市民後見人として活動している方

はぜひご一報ください！

【対 象】

成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人(監督人選

任)を受任している親族及び市民後見人等

親族後見人交流会のお知らせ

Rainbow Ring＆akta
活動報告会‘０９

02

Rainbow Ringはコミュニティセンター「akta」を拠点に、

コミュニティ、団体、行政や医療機関などと連携を図り

ながら、ＨＩＶの予防啓発活動に取組んできました。今

回１年間の活動のご報告をさせていただきます。

【日 程】３月２１日（日）

①成果発表会「東京地域における男性同性間のＨＩＶ

感染予防介入研究」

【時 間】午後１時３０分～３時３０分

【会 場】ＢＡＲ「非常口」

新宿区新宿２－１２－１６セントフォービル１Ｆ

②カフェ・イベント「デリ・フェス」

【時 間】午後４時～９時

【会 場】コミュニティセンター「akta」

新宿区新宿２－１５－１３－第２中江ビル３０１

【問合せ】コミュニティセンターakta

ＴＥＬ３２２６-８９９８（午後４時～９時）
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目の不自由な方の外出や活動をお手伝いする「ガイド

ヘルパー」養成研修です。初心者から受講できる本格的

な研修です。研修修了者には東京都指定の「視覚障害

者移動支援従業者養成研修」修了書が贈られます。

【日 時】①４月１０日（土）：講義

②４月１１日（日）：講義

③４月１７日（土）：講義＆屋内演習

④４月１８日（日）：屋外演習

※全４回の受講が必要です。

【費 用】３７,０００円（テキスト、保険、税込）

【場 所】東京ヘレン・ケラー協会

新宿区大久保３－１４－２０

【申込み】下記までお電話ください

【問合せ】東京ヘレン・ケラー協会

ＴＥＬ３２００-０５２５

04ガイドヘルパー

養成研修

当協会養成研修及び他事業で養成研修を修了され

た方、また技術の見直しをされたい方を対象としたフォ

ローアップ研修です。ご登録された方へ研修の詳細を

ご案内致します。※登録制

【対 象】視覚障害者ガイドヘルパー養成研修修了者

【内 容】基本動作の復習、実技実践

【費 用】７，０００円（保険料、消費税含む）

【場 所】東京ヘレンケラー協会（３階ホール）

ガイドヘルパー・フォローアップ研修

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

障害をもつ学生さんを支援する全国障害学生支援セ

ンター主催によるイベント「障害をもつ学生交流会」にて

ボランティアスタッフを募集しています。

障害をもつ学生交流会
ボランティアスタッフ募集

05

募集

【日 時】３月２０日（土）、２１日（日） １泊２日

【場 所】新宿区障害者福祉センター

【内 容】手話通訳、視覚障害者ガイド、肢体障害者介

助、知的障害者のコミュニケーション支援、他

【参加費】高校生２，０００円、大学生３，０００円

社会人４，０００円（宿泊費・食費・保険代）

※日帰り参加の場合：１，０００円

【申込み】電話にて下記までお申し込みください。

【問合せ】全国障害学生支援センター

ＴＥＬ０４２－７４６－７７１９

E-mail：koryukai＿2010@nscsd.jp

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

ＮＰＯ有終支援 いのちの山彦電話

電話相談ボランティア募集
06

「有終支援 いのちの山彦電話」は、さまざまなご病

気のために死に直面された方々、またご家族の心の声

を聴く電話相談として、生きる辛さや不安等、心の悩みを

受け止める活動を続けてきました。このたび、電話相談

のボランティアを募集いたします。まずは説明会にご参

加ください。

※電話の応対は当会の実施する研修を受講していただ

きます。

■説明会

【日 時】６月１８日（金） 午後１時～４時

【会 場】東京ボランティア・市民活動センター

（ＪＲ・地下鉄「飯田橋」徒歩２分

【応 募】活動をご希望の方は５月２８日（金）までに、

下記までお申し込みください。

【問合せ】ＮＰＯ有終支援 いのちの山彦電話

ＴＥＬ３８２７－５３１８

活動助成

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

次世代の社会を担っていく人材を育成するという観点か

ら、子ども達の健全な育成を支援する活動団体への助

成を実施します。

ＮＰＯモバイル・コミュニケーション・ファンド

市民活動団体への助成
08
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05イベント

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

一人暮らし高齢者の方々の安否確認や老化防止等を

目的とした活動の一環として「お笑いの会」を開催します。

来て、観て、大いに笑ってください！

【日 時】４月２３日（金） 午後１時～７時

【場 所】四谷地域センター １２階多目的ホール

【内 容】落語、お楽しみ抽選会

【費 用】５００円

【問合せ】ＮＰＯいきいき里の会

ＴＥＬ６３８０-６２３０

三波伸介一門による

「お笑いと演芸の会」
11

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

高齢者が住みなれた地域で住民とともに安心して生活で

きる街づくりを目的に、地域社会で高齢者の生活を支援

するボランティアグループ・団体への助成を実施します。

【内 容】先駆的な地域活動。また継続性があり、かつ今

後普及が必要とされる活動。

【助 成】活動に直接使用する用具、機器類の購入

【期 限】５月３１日（月）

【申込み】所定の申込み用紙をご提出下さい。

【問合せ】財団法人みずほ教育福祉財団

ＴＥＬ３５９６-４５３２

財団法人みずほ教育福祉財団

「老後を豊かにする
ボランティア活動資金」

10

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

安心して暮らせる社会が継続的に形成され、たすけ合い

の輪を広げることを目的に、今回「環境活動」「子どもの

健全育成」をテーマに活動団体へ助成をいたします。

全労災

地域貢献助成事業

09

【活 動】自然環境を守る活動や、環境に関する学習会。

また地域の中で学校外の多様な育ちを応援する

活動（遊び場や交流の場など）

【助成額】１団体：３０万円（予定）

【期 限】４月５日（月）※消印有効

【申込み】所定の申込み用紙をご提出下さい。

【問合せ】全労災 地域貢献助成事業事務局

ＴＥＬ３２９９-０１６１

【活 動】不登校やひきこもりの子どもや保護者への支援、

児童虐待やＤＶの予防活動、軽度発達障がいを

もつ児童の支援活動など

【助成額】１団体：５０万円（予定）

【期 限】３月３１日（水）※必着

【申込み】所定の申込み用紙をご提出下さい。

【問合せ】ＮＰＯモバイル・コミュニケーション・ファンド

ＴＥＬ５５４５-７７１１

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

映画「時をかける少女」の上映につきまして、視覚にハ

ンディをお持ちの方でも映画を鑑賞できる音声ガイド付き

の上映を行います。是非お誘い合わせのうえご来場くだ

さい。上映時間に関しましては各劇場までお問い合わせ

ください。

■新宿ピカデリー（ＴＥＬ０３－５３６７－１１４４）

３月２５日（木）、４月１日（木）、８日（木）

■シネスイッチ銀座（ＴＥＬ０３－３５６１－０７０７）

３月２１日（日）、２８日（日）、４月４日（日）

■川崎チネチッタ（０４４－２２３－３１９０）

３月２３日（火）

■なんばパークスシネマ（ＴＥＬ０６－６６４３－３２１５）

３月２３日（火）

音声ガイダンスを受信される方はＦＭラジオとイヤホンを

ご持参ください。また、スムーズに受信していただくため

に、事前に８８．５ＭＨｚにチューニングしてご来場下さい。

映画「時をかける少女」

音声ガイダンス付き上映
12



新宿ボランティア
市民活動センター

TEL.5273-9191 FAX.5273-3082
mail.shinjuku-shakyo@kbe.biglobe.ne.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 午前８時半～午後５時１５分

※火曜日は午後７時まで

本紙
には
掲載

されな
い情
報も

随時
配信
中！

「しずく」はＩＴの活用と環境問

題に配慮し、２０１０年度より配信

方法を大きく変更いたします。つきま

しては、先月同封致しました「ボランティア・市民

活動への参加意向」と「しずく郵送希望確認」のア

ンケートにご記入のうえ、ご返送いただけますよう

宜しくお願い申し上げます。

ご返信のない方につきましては、ボランティア・

市民活動希望の登録と、来月より「しずく」の郵送

を停止させていただきますので予めご了承ください。
※当会の会員及び各協力員（暮らしのサポート・見
守り・ちょこっと困りごと援助サービス・ファミ
リーサポート）登録の削除ではありません。

【メール配信システム不具合に関するお詫び】
2月号でお知らせ致しました情報配信システムへの
登録について、システムの不具合により一時的に携
帯電話からの登録作業が行えませんでした。前号を
ご覧下さり早速登録をして下さった皆様には、ご迷
惑とご不便をおかけ
致しましたこと心よ
りお詫び申し上げま
す。今後このような
ことがないよう、管
理には細心の注意を
払ってまいります。
今後ともどうぞ宜し
くお願いいたします。

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー

高齢者がパソコンを楽しむ「月曜会」サロン。理科大

生ボランティアによる指導のもと、ワードやエクセルで

年賀状やカレンダーなどを作成しています。パソコンを

学びたい！またパソコンを教えたい！という方を募集し

ています。またご自宅で不要になったノート型パソコン

がありましたら是非ご提供ください。

月曜会サロン
パソコンを学びたい、教えたい方大募集！

【日 時】毎月第１、２、３月曜日

午後１時４５分～４時３０分

【場 所】東五軒町ことぶき館

【募 集】①パソコンを学びたい６０歳以上の方。ご自分

のパソコンをお持ちください。※２台の予備有

②パソコンを教えたい方（年齢不問）

③ご自宅で不要になったノート型パソコン

のご提供をお願いいたします。

【問合せ】新宿ボランティア・市民活動センター

ＴＥＬ５２７３－９１９１ サロン担当：出店

【２０１０年度よりメールアドレスとホームページアドレスが変わります】
Mail.shinjuku-vc@shinjuku-shakyo.jp（4月15日～） URL.http://www.shinjuku-shakyo.jp（7月～）

【内 容】視覚にハンディをお持ちの方をお招きし、
現在活動されているマラソン等について
お話いただきます。またアイマスク体験
を通して支援方法のポイントを学びます。

【申込み】下記コーナーまでご連絡ください。

【日 時】3月２６日（金）
午後１時３０分～３時３０分

【場 所】柏木地域センター 会議室A・B

淀橋地区
ボランティア連絡会開催のお知らせ

柏木特別出張所内（北新宿２ー３ー７）
TEL.FAX:3363-3723 担当：落合

E-mail:yodobashi-vc@kkf.biglobe.ne.jp

情報配信システムのご案内

淀橋地区を拠点に活動するボランティアの方々を中

心に、日頃の取り組みや活動への想いなど、自由に

お話ししながら情報交換と交流をしていきたいと思

います。地区外の方もお気軽にご参加ください。

重要
な

お知
らせ


