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皆さんの「つな
げたい」を応

援します

nteer

〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０
開所日時：月曜～金曜 午前８時半～午後５時１５分

※火曜日は午後７時まで

２

地域のみなさんが主役と
なって助け合いのまちづく
りを進められるよう、担当
スタッフが皆さんの活動を
隅々までサポートします！

伊藤・三塚・高橋は２０年度をもちまして異動
となりました。大変お世話になりました。

地域活動支援課 課長

田宮一茂

中山 出井
横田 石岡

歴史のまち四谷、人情
あふれる若松地区。
皆さんの想いをサポー
トします。

四谷・若松地区

21年度
新担
当の
ご紹
介

丸山 寺澤 出店 菊池

「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！

箪笥・榎地区
鈴木 阿部 竹内 斉藤

地域の細かなニーズを
しっかり把握！皆様の明
るい笑顔をつなぎます。

落合第一・第二地区

島 大野 滝上 田中

広げます！
ボランティア・
市民活動で豊か
なまち。目指しま
す！地域の名脇役。

戸塚・大久保地区

三河 笹岡 落合

住宅街からビル街 まで
様々な顔を持つ柏木・淀
橋。多くの出会いを紡い
でいけるよう応援します。

柏木・淀橋地区

イベント・講演報告
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落合三世代交流サロン 新装OPEN！

ふれあい・いきいき

サロンってこんなとこ

4月4日（土）桜が咲き誇るな
か、「落合三世代交流サロ
ン・オープニングイベント」
が開催されました♪落合三世
代交流サロンは西落合ことぶ
き館を改装し、子どもを中心
として親、中高年、高齢者など
地域の住民の方々が「気軽に
立ち寄れる、多世代交流ので
きる場所」としてオープンし
ました。

会場は交流スペースの「カフェ」
や乳幼児の遊び場スペース、レクリエーション会
場、ミニFMの放送ブースなどが設けられていて、
どのお部屋にも大きな窓から光が差込みホッとで
きる場所ばかり。小さなお子様も安心して遊べる
空間も♪「改修前のぐっと落ち着いた雰囲気から、
明るいお茶の間スペースにリニューアルされたね
～！また立ち寄ろうと思います」と住民の方の声。

3月２５日（水）「もし大都市で災害が起き
たら･･･」をテーマに災害ボランティア講座を開
催しました。パネリストは新宿区危機管理課長
の藤林文男氏、シャンティ国際ボランティア会
の白鳥孝太氏、戸山ハイツ西地区自治会長の岡
本弘義氏。
藤林氏は新宿区の取り組みや被害想定を説明
し、行政による“公助”だけではなく、個々人
の自覚に根ざした“自助”と地域コミュニ
ティーによる“共助”の重要性を訴えました。
白鳥氏からは、阪神淡路大震災の事例を中心に、
実話を基にしたパソコン紙芝居や、当時の映像
などを交えながら
の講演。ＮＧＯと
して実際の災害復
興支援活動に関わ
った視点で個人と
して何が出来るの
か、普段から出来
る取組みについて

岡本氏からは、自治会及び町会で行ってきた
防災訓練について、団地としての取組みを報告。
大学と協働しての防災まち歩きや、訓練を通し
て見えてきた課題が提起されました。
後半は参加者とパネリストとで要援護者の支

援方法やボランティアの受け入れ態勢などにつ
いて討議。参加者からは災害支援活動の役割が
理解できたなどの有意義な感想も。民生委員や
防災サポーターをはじめ、３９名の様々な立場
の方が一堂に介した今回、地域における顔の見
える関係づくりの大切さを再認識しました。

落合三世代交流スペースは、日曜日を除く午前
１０時～午後４時まで開館されてます。ぜひ皆
さま一度足を運んでみてはいかがでしょうか？

「災害ボランティアセンター運営マニュア
ル」を作成しました。無料配布しています。
詳しくはP１２をご覧ください。

報告災害ボランティア講座
今、わたしたちに
できること

新装されたお茶の間にこぼれる笑顔

オープニングイベント当日の来場者は、100名
を上回り大賑わい！ゆったりとお茶を飲んでお話
をされる方、元気に走り回るお子様、それを優し
く見守る方など、みなさんの顔には自然と笑顔が
あふれていました。

ふ
だ
ん
か
ら
で
き
る
こ
と
を

安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

「災害用伝言ダイヤル１７１」の試用や家族で
のまち歩きなど具体的な提案がなされました。



【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。

お話しのお相手

ボ ラ ン テ ィ ア

情報コーナー

個人
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買い物の付き添い

信濃町在住、８０歳代の女性です。デパートに行
くのを楽しみにしていますが、足がやや不自由なた
め、一人では行けずにいます。どなたか月1回程度
お手伝いいただける方はいらっしゃいませんか？
【日時】火・土・日曜日のいずれかで

午前10時～午後3時頃まで
（曜日も応相談）

【内容】自宅からバスで新宿駅周辺のデパートの付
き添い

【募集】男女問わず・交通費等は負担します

戸山団地に住む一人暮らしの８０歳代女性です。
耳が不自由で補聴器を使用してますが、おしゃべり
とカラオケが好きな方です。どなたか楽しくおしゃ
べりして、お話を聞いていただけませんか。
【日 時】火曜・金曜日 午後 月１、２回程度
【内 容】自宅等での話し相手
【場 所】百人町（戸山団地）
【募 集】女性

お話しを聴いてください

西新宿在住の６９歳の女性です。人とお話をする
機会が少ないので、お話し相手になっていただける
方を探しています。また体が少し不自由なのでたま
にお買物に行っていただけると助かります。よろし
くお願いします。
【日 時】曜日 時間相談
【内 容】お話し相手、たまにお買物等も頼めれば
【場 所】西新宿４丁目の自宅
【募 集】できれば女性

１

３

４

食事会に付き添ってください

北新宿在住のお一人暮らしの女性です。お一人だ
と気分が落ち込んでしまい食欲がわかないので、一
緒にお食事をとっていただける方を募集します。
【日 時】正午～午後２時（うち１時間程度）
【内 容】お弁当持参で一緒に食事をしてください
【場 所】北新宿１丁目の自宅
【募 集】できれば女性

お昼ご飯をご一緒に

北新宿生涯学習館で開かれているボランティアグ
ループの食事会に月２回通っている90歳の女性で
す。北新宿生涯学習館は、同じ町内ですが一人で参
加するのは不安があるため、どなたか付き添いをし
ていただける方を募集します。
【日 時】第1・３火曜日

午前１１時３０分～午後１時３０分位
【内 容】自宅（北新宿３丁目）から北新宿生涯

学習館への付き添い
【募 集】年齢、男女問わず

２

５

３
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児童施設

障害のある児童を対象に、個性を大切に自由な表
現を楽しむお絵かき教室です。準備や片付け、子ど
もの活動の補助をお願いします。
【日 時】毎月第４土曜日

午前１０時～午後０時３０分
【内 容】お絵かきくらぶの活動の準備・片付けや

子どもの活動の補助
【場 所】区立障害者福祉センター

（東西線「早稲田」徒歩１０分・大江戸線
「若松河田」徒歩８分）

【その他】男女問わず、２～３人

お絵かきのお手伝い
６

障がい児童の介助

障害を持つ生徒が通うクラスで介助員を大募集し
ています。子どもたちと一緒に学びの時間を過ごし
ませんか？
【内 容】身体障害者クラスでの介助
【場 所】四谷中学校特別支援学級
【期 間】平成２１年４月～平成２２年３月
【時 間】午前８時３０分～午後２時３０分

（日程によっては午前中まで）
日時は応相談

【募 集】若い男性大歓迎
もちろん女性も大歓迎

【その他】スクールコーディネーター・学校教諭と
の面接あり ※謝礼あり

７

４

高齢者施設

80代から102歳までの方が入居されている認知
症専門の生活施設です。歌や音楽が好きな方が多く、
にぎやかに暮らしています。スタッフが寄り添って
生活をされていますが、より豊かに生活できるよう
付き添いのお手伝いをしてくれる方を募集します。
特にお話好きな方大歓迎。
【日時】日中 曜日・時間は応相談
【場所】認知症高齢者グループホーム

より処くるみ
【内容】近所へのお買い物・散歩の付き添い、話し

相手等
【募集】男女問わず 40歳ぐらいまで 高田馬場

周辺の方希望

外出の付き添い
８

グループさくらんぼは、若松地区において、「支
えるときは支えよう。支えられるときは気軽に支え
られよう」を合言葉に、食事をしながらおしゃべり
をしたり、歌を歌ったり、ふれあいながら活動して
いる、高齢者会食グループです。一緒に活動してく
ださるボランティアを募集します。
【日 時】毎月第２日曜日・第４火曜日

午前9時～午後3時
どちらかの曜日でもＯＫ

【内 容】食事作りと高齢者との会食（管理栄養士
が指導してくださいます）

【場 所】若松地域センター調理室
（大江戸線「若松河田」徒歩２分）

【募 集】男女問わず

食事づくりと会食の付き添い
９

特別養護老人ホーム利用者の生活支援にご協力く
ださい。できる範囲のお手伝いだけで結構です。
【日 時】曜日は応相談

午後１時３０分～４時の間でご都合に
合わせて（１時間程度でも可能）

【内 容】整髪の補助、シーツ交換、
喫茶のお手伝いなど

【場 所】聖母ホーム
（西武新宿線「下落合」徒歩１０分）

施設内のお手伝い
１０
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ぽれぽれ福祉園は、重度の知的障害を持つ方々の
通所施設です。利用者さんの自立を目的とした活動
をお手伝いいただける方を募集しています。利用者
の皆さんは明るく元気な方ばかりです。
【日 時】曜日、時間は応相談
【内 容】散歩の付き添い、作品づくりなどの補助
【場 所】新宿生活実習所ぽれぽれ福祉園

（大江戸線「牛込柳町」徒歩１０分）
【募 集】男女問わず
【その他】事前にオリエンテーションを行います。

「よりみちサロン」と「サロンゆーら・ふーわ」
は、重複の障害のある子どもたちが、放課後に楽し
く安全に集まれる居場所作りのための活動をしてい
ます。
【日 時】①よりみちサロン：第３水曜日

午後２時３０分～４時
②サロンゆーら・ふーわ：第４水曜日
午後３時～４時４５分頃

【内 容】会場の準備や片付け、子どもたちの遊び
相手、企画・運営のお手伝いなど

【場 所】①西新宿子ども館
（大江戸線「西新宿５丁目」徒歩１０分）
②新宿けやき園

（ＪＲ「高田馬場」徒歩7分）
【募 集】男女問わず

【切手整理】
【日 時】５月２０日（水）

午後１時～3時（随時活動可）
【場 所】ボランティア・市民活動センター

「ボランティアさろん」

【エプロン作り】
【日 時】４月２２日（水）、５月１３日（水）

午後１時～3時
【場 所】戸塚特別出張所地下会議室（予定）

障がい者施設

子どもの遊びを補助

利用者のお手伝い

その他

１３

１１

日本の伝統文化「水引」を後世へ伝えていくこと
目的に、施設などで水引を使った小物づくりを行っ
ています。様々な施設利用者の作品づくりや活動の
サポートをしていただける方を募集しています。か
わいい作品を一緒に作ってみませんか？お気軽にご
参加ください！
【日 時】月１回程度
【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）
【募 集】男女問わず

水引アートのお手伝い
１５

５

切手整理・エプロンづくり
１６

障害を持つ方々が地域の方々と交流を図りながら
楽しく働いている「地域の憩いの場」です。
【日 時】火曜日～土曜日

午前9時～午後６時の間
ご都合の良い日時で結構です。

【内 容】カフェでの障害者のサポート
【場 所】スワンベーカリー落合店

（西武新宿線「下落合」徒歩5分）
【募 集】男女問わず
【その他】半年に1回検便検査があります。

カフェのお手伝い
１２

ＮＰＯ法人いきいき里の会は、区内を活動区域と
して、一人暮らし高齢者の方々の安否確認や老化防
止等を図る活動実践を目指し発足しました。今回、
第1回の記念イベント開催にあたり、受付等を手
伝ってくださる方を募集します。
※詳細はＰ９のＮＯ.２をご確認ください
【日 時】5月２３日（土）

午後０時30分～午後5時まで
【内 容】イベント：三波伸介一座のお笑いと演芸

の会の受付用務など
【場 所】四谷地域センター12階多目的ホール

（丸の内線「新宿御苑前」徒歩5分）
【募 集】女性5人

イベント受付けのお手伝い
１４

毎月
活動中



【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

uvol nteer ６

落合ボランティア・地域活動
サポートコーナー

落合第一
第二

【切手整理】 ５月１３日（水）
【落合手作りの会】４月２７日（月）

５月８日（金）
■時間：午後１時３０分～３時３０分
■場所：中落合高齢者在宅サービスセンター

地下１階 集会室

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

齋藤（さいとう）

問合せ

コーナーでボランティア

「落合手作りの会」より今年も車椅子3台を社協へ
ご寄贈いただきました！（写真：3月13日（金）贈
呈式の様子）13年続けられた活動の結晶としての車
椅子、落合地域の方へ広く使っていただけるよう、
大切に貸出させていただきます。本当にありがとう
ございました。

車椅子を社協へ寄贈
落合手作りの会

特技の「裁縫」技術を活かしてボランティア活動
をされている方々の情報交換の場として、ボラン
ティア連絡会を開催しました。わきあいあいとした
雰囲気の中、どんな作品作りをしているのかについ
て、語り合いました。作品をみると「作り方は？」
とどんどんお話がはずみます。特別ゲストの「新宿
うたごえハーモニー」の皆さんによるハーモニカ演
奏に導かれ、全員で大合唱も！「裁縫」というキー
ワードでつながった素敵な交流会でした。

落合第一地域センター祭りが開催されました！
毎年恒例「落合手作りの会」の作品・展示は今年も
大盛況！切手整理体験コーナーに加え、今年はボラ
ンティアさんによる親子紙工作教室も初開催！
子供から大人まで、“わいわい楽しく”ご参加いた
だきました！

落合第一地域センター祭り
３月１４日（土）

裁縫ボランティア連絡会
３月１３日（金）

3月13日（金）
贈呈式の様子

ボランティアによる
親子紙工作教室
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【手編みの会】＆【かご編み】
4月２０日（月）、５月１１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２８日（火）、５月１２日（火）
■時間：午後１時３０分～３時３０分
■場所：松島様宅（北新宿）

7年間に出会った、おひと
りおひとりの顔が走馬灯のよ
うに思い出されます。ボラン
ティアの皆様からは、多くの
ことを学ばせていただき、あ
たたかく支えてくださり、心
から感謝しています。
本当にお世話になりました。
ありがとうございました。

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

淀橋ボランティア・地域活動
サポートコーナー

柏木
角筈

はじめまして。淀橋ボランティア
コーナーを4月より担当させて頂
くことになりました落合です。
地域の皆様とともにボランティア
の輪を広げていきたいと思います。
まだまだ色々な面で勉強不足で至
らないところも多いですがよろし
くお願いします。

７

お世話になりました！ 退職のご挨拶
水谷静子

はじめまして！ 新任のご挨拶
落合珠己

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

出井（いでい）

問合せ

四谷
若松

四谷ボランティア・地域活動
サポートコーナー

【はがき絵】コーナーまでお問合せください
【小物作り】４月２８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

毎年恒例の地域センターまつりが四谷区民セン
ターで開催されました。外は春の嵐が吹いていまし
たが、館内は餅つきやそば打ちの実演、手芸グルー
プの作品販売やフリーマーケット等で大盛況。
アイマスク体験では実際のユニバーサルデザイン
を触ってビールとジュースの缶や、シャンプーとリ
ンスの違いを体感。「シャンプーに印があるなん
て！普段気付かずに使ってたわ！」「携帯電話にも
ユニバーサルデザインが付いているの？」「学校で
習ったからわかるよ！ビールには点字で“おさ
け”って書いてあるんだよね（＾＾）」などなど、
大人から子どもまで大反響。体験してくださった方
には、ボランティアさん手作りの「使用済切手のし
おり」をプレゼント♪春の楽しい一日でした。

四谷地域センターまつり 開催報告

３月２２日（日）



uvol nteer

箪笥特別出張所内（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

【小袋】お問合せください
【ぞうり作り】同上
【ビーズの会】４月１７日（金）、５月１５日（金）
【切手整理】５月８日（金）

時間：午後１時３０分～３時３０分
【囲碁の会】４月２１日（火）、２８日（火）

５月１２日（火）
時間：午前１０時～正午

場所：いずれも箪笥町特別出張所会議室

コーナーでボランティア

箪笥
榎

牛込ボランティア・地域活動
サポートコーナー

８

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

大野（おおの）

【切手整理】コーナーで常時活動できます。
ボランティアに関する相談も受付けて
います。お気軽にお問合せ下さい。

問合せ

コーナーでボランティア

地域の活動をご紹介！
ＮＰＯ地球市民交流会

地球市民交流会（GCI）は、外国人や帰国者など
で日本語を母国語としない住民（以下：外国人）の
人権擁護と生活支援を行うNPO法人です。
GCIでは2003年からボランティアによる通訳支援

を通じ、外国人ボランティアをコーディネートして
います。外国人には自らが暮らす地域社会へ貢献し
たいと考える人は多く、現在様々な分野で特技を活
かしたボランティア活動が始められています。今後
は外国人の多い大久保周辺の地域で世界の輪を作っ
ていきたいとのことです。

戸塚
大久保

代々木公園で行われた
NPOまつりでの一枚！
日本、韓国、フランス、
インドのボランティアが
ブースを担当しました！

5月9日（土）10日（日）に大久保地域センターに
て「五月まつり」が開催されます。ボランティア・
市民活動センター・大久保コーナーは、10日に出展
します！目隠し物当てなどゲームコーナーも目白押
し。ぜひ、遊びに来てください！
もれなく豪華（？）な景品があなたに！

【問合せ】TEL6712-0229 
Eメール：office@gci.npgo.jp

担当： 塩川・李
※なるべくメールでのご連絡をお願いいたします。

スタッフ募集中！

大久保 “五月まつり”のお知らせ



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
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02

９

03心サポートセミナー

これって“うつ”ですか？講座・講習会

おおむね55歳以上の方を対象に
ミニ面接会をいたします。
ぜひチャレンジしてください！
応募お待ちしています。
【日 時】４月２３日（木）

後１時～３時
【会 場】戸塚特別出張所地下集会室A
【職 種】清掃・調理補助・管理・警備・他
【申込み】窓口申込か電話でお申込ください
【問合せ】新宿区社会福祉協議会

新宿わく☆ワーク
ＴＥＬ５２７３-４５１０

５５歳からのお仕事

ミニ面接会
01

参加者募集！

ＮＰＯ法人いきいき里の会は、新宿区内を活動区
域として、一人暮らし高齢者の方々の安否確認や老
化防止等を図る目的とした活動を目指し、発足しま
した。今回、四谷地域にお住まいの方を対象に、第
1回の記念イベントを開催します。ふるってご参加
ください。
【日 時】5月２３日（土）

午後2時～
【内 容】三波伸介一座のお笑いと演芸 その他
【場 所】四谷地域センター12階多目的ホール

（丸の内線「新宿御苑前」徒歩5分）
【費 用】無料
【問合せ】NPO法人いきいき里の会

ＴＥＬ６３８０-６２３０

三波伸介一座の

お笑いと演芸の会

02

ひきこもりや暴力、過食や嘔吐、リストカット、
薬物の乱用・・・こどもは様々なサインを発してい
ます。これらのサインと「うつ」は密接なつながり
があります。このメカニズムについて精神保健福祉
士が分かりやすく解説します。
【日 時】４月２５日（土）

午後７時～８時３０分
【会 場】四谷地域センター 集会室２・３

（四谷区民センター１１階）
【定 員】４０名
【参加費】１，０００円
【申込み】講座名・氏名・住所・電話番号を下記

までお申込ください
【期 日】４月２２日（水）
【問合せ】こころスペース奏

ＴＥＬ３３５２-２２１３
E-mail : kanade@rc4.so-net.ne.jp

グループサポート

ブルースター

自分を好きになれない、家族や友達とうまくコ
ミュニケーションができない・・・「ブルース
ター」はそんな悩みを抱えたあなたをサポートす
るグループです。同じ悩みを持つ方とリラックス
した時間を過ごし、経験豊富なスタッフのグルー
プセッションを通して心をケアしていきます。
【対 象】思春期の年齢に相当する女性
【日 程】６月１２日（金）～１０月９日（金）

各午後５時～６時３０分
【場 所】四谷ひろば コミュニティールーム
【参加費】５００円
【定 員】８名
【問合せ】同上
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高齢者の見守りや介護者の方の話し相手などのサ
ポートを行う「ほっと安心地域ひろば」のスタッフ
養成研修を実施します。ぜひ養成研修を受講して、
「カフェ」の運営に参加してください。
【対 象】区内在住で下記日程の養成研修に全て参

加できる方 先着50名
【日 程】5月２８日（木）午前１０時～

事業の概要、高齢者の心身の理解など
6月４日（木） 午後２時～
認知症の理解と対応の基本など
6月１１日（木）午後２時～
具体的なオリエンテーション

【場 所】大久保地域センター
（大久保2-12-7)

【費 用】500円
【申込み】5月15日（金）までに電話又はFAXで

下記までお申し込みください
【問合せ】ＮＰＯ法人介護者サポートネットワーク

センター・アラジン事務局
ＴＥＬ５３６８-１９５５
ＦＡＸ５３６８-１９５６

ほっと安心地域ひろば

スタッフ養成研修
04 学校内での付き添い

補助員
06

今年4月に西早稲田中学校に入学する男の子の校
内補助員の臨時要員を募集しています。男の子は障
がいのため車椅子を使っており、トイレや着替え、
移動の補佐などの手助けが必要です。不定期ですの
で、比較的時間の融通が利く方をお待ちしています。
【日 時】月～金曜日（学校から連絡のある日時で）

午前８時１５分～午後３時３０分
【内 容】本人の側で待機し、必要に応じてトイレ

や着替え、移動等の補佐を行う。
【募 集】男性
【その他】報酬あり 学校との面接有
【問合せ】新宿区役所 学校運営課学校運営支援係

ＴＥＬ５２７３-３０９７

病院ボランティア 05

地域の皆さまとともに医療サービスの一層の向上
をめざすため、病院ボランティアを実施しています。
ご協力いただける方のご連絡をお待ちしています。
【日 時】①月～金曜日 午前９時～１１時３０分

②月～土曜日 ・午前９時３０分～正午
・午後１時～３時３０分

【内 容】①受付けでの患者さんのご案内
②病棟での活動（患者さんの付添い等）

【募 集】高校生以上で、心身ともに健康な方
【説明会】毎月第１木曜日
【問合せ】ＪＲ東京総合病院 総務課

ＴＥＬ３３２０-２２０４

募集

１０

外国人の子どもは、日本語能力が十分でないため、
教科学習に遅れることがあります。区との協働によ
り子どもたちへの学習支援を実施しています。子ど
もが好きで、小中学生に対して勉強を教えることの
できるボランティアスタッフを募集しています。
【内 容】科目：英語、数学、国語、日本語など
【要 件】①榎町児童センター(榎町３６)

水・金曜日
午後６時３０分～９時３０分

②大久保児童館（大久保１－４－１）
火・木曜日
午後６時１５分～９時１５分
土曜日 午後５時～８時

【応 募】氏名、住所、電話番号を記入してFAX
にてお申し込みください。
希望理由や科目、活動できる曜日につい
てお話を伺います。

【問合せ】ＮＰＯ法人みんなのおうち（小林）
ＴＥＬ＆ＦＡＸ３２０４-０９１６

学習支援
スタッフ募集

07
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ガイドヘルパー

養成研修講座

薬害エイズについて
話し合う

１１

活動助成

福祉活動を行う団体の皆様がＮＰＯ法人格を取得
されることにより社会的な信用を高め、組織の強化、
さらには継続的で活発な活動へと発展し、福祉の向
上に貢献していただくことを目的としてＮＰＯ法人
化を支援する助成事業を開始します。
【対 象】社会福祉の分野でＮＰＯ法人の設立を

計画している団体
【内 容】障害者・高齢者を対象とした、主として

在宅福祉に関する活動
※１団体３０万円

【申 請】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、
郵送で事務局まで申請してください

【締切り】４月３０日（木）※消印有効
【申込先】財団法人損保ジャパン記念財団

〒１６０-８３３８
新宿区西新宿１-２６-１-３７Ｆ
ＴＥＬ３３４９-９５７０

09ＮＰＯ設立資金

助成事業

地域で子育ち・子育て支援活動を活発に展開して
いる非営利の団体などの資質向上を図るため、活動
プログラム・運営方法などの研修会を実施する事業
に対して活動助成を行います。
【対 象】講座・グループ討議、実技講習、

事例発表、シンポジウムなど
【内 容】１研修あたり上限５０万円 【要
件】概ね１年以上継続した活動を行っている

こと、国の助成を受けていないことなど
【申 請】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

郵送で事務局まで申請してください
【締切り】４月２４日（金）※必着
【申込先】財団法人こども未来財団 研修事業部

〒１０５-０００３
港区西新橋３-３-１-８Ｆ
ＴＥＬ６４０２-４８２１

10子育て支援

活動助成
在住外国人が安心して日常生活を営む環境を確保
し、自立支援と地域社会への参加を促すとともに、
誰でも住みやすい国際都市東京の実現に寄与するこ
とを目的に、都内の在住外国人の支援を行う事業を
支援します。
【対 象】①コミュニケーション支援事業

②生活支援・普及啓発事業
【内 容】上限３００万円
【申 請】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

郵送で事務局まで申請してください。
【締切り】５月１５日（金）※必着
【申込先】東京都生活文化スポーツ局

〒１６３-８００１
新宿区西新宿２-８-１-２７Ｆ
ＴＥＬ５３２０-７７３８

08在住外国人支援

活動助成

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」他を500個ご寄付い
ただきました。
子育て支援活動のグループ等に差し上げて欲しいと
のことです。ご希望の方は、下記までお問い合わせ
いただきご希望数をお申し出ください。ただし、数
に限りがありますので調整させていただくことがあ
りますのでご了承ください。
【問合せ】新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課

ＴＥＬ５２７３-９１９１

宇津救命丸

ベビーローションプラス

11

寄付品のご提供



新宿社協が、大規模災害時に新宿区
との協定に基づき、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」について
の役割や視点について、まとめたものです。新宿区
の地域防災計画等との今後の整合、調整が必要な部
分もありますが、まずは本冊子を通じて新宿社協の
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。
ご希望の方は下記ま
でお問合せください。

【問合せ】新宿区社会福祉協議会 法人経営課
ＴＥＬ５２７３-２９４１
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災害ボランティアセンター

運営マニュアル

12

冊子のご案内

１２

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

【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、小物などを製作しています。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・タオルご提供ください

反貧困運動のシンボル的存在、湯浅誠さん×雨宮
処凛さんの対談！「年越し派遣村」の取組みも注目
を集め、「貧困」をめぐる議論は急速に高まりをみ
せています。現場でみた貧困の実態、克服に向けた
市民活動の役割など、二人
の貴重な対談の記録。貧困
をめぐる議論と運動により
一層のひろがりを願って単
行本化されました。

【価 格】６００円
【購 入】電話またはＷＥＢから
【発 行】東京ボランティア・市民活動センター
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター

ＴＥＬ３２３５-１１７１

緊急発行！
「反貧困いま“反撃”のとき！」

13

１２

無料


