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夏

ボラで新たな発見！

梅雨が明ければいよいよ夏本番。
今年もはじまります「夏体験ボランティア ２００９」
施設・団体・ＮＰＯ等の皆さんのご協力によって、活動のフィー
ルドはさらにバリエーション豊富に！
今年の夏は、ボランティア体験をとおして、いつもと違う“新宿
のまち”を再発見してみませんか？

対

象

活動の流れ

①区内在住・在勤・在学の中学生以上の方

説明会に参加

②乳幼児・児童とその保護者（親子ボラ）

左記日程のうち、必ず一回参加してください
※資料代５００円（社協会員は無料）

活動先
高齢者・障害者・児童施設・国際協力団体・
ＮＰＯ、地域団体等

■７月１４日（火）
■７月１７日（金）
■７月１８日（土）

午後１時３０分〜３時
午後６時３０分〜８時
午後６時３０分〜８時
午前１０時〜１１時３０分
午前１０時〜１１時３０分

【場 所】戸塚特別出張所 地下集会室Ａ
【申込み】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

活動の申込み
先着順により希望する施設、団体へ紹介します

説明会
■７月１２日（日）

参加
大募 者
集

※ボランティア保険に加入します。
保険料（３００円〜７００円）をご用意ください。

ボランティア開始
８月から９月にかけて活動を開始

活動のふりかえり
活動アンケートをセンターへご提出ください

TEL.5273-9191
FAX.5273-3082
e-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 午前８時半〜午後５時１５分
※火曜日は午後７時まで

ふれあい・いきいき

サロンってこんなとこ

絵本がつなぐ人の輪

にこにこ会
取材日 ２１年７月１日
今回は淀橋地区で活動する「にこにこ会」をご紹
介します。未就園の乳幼児を中心に運動遊びや工作、
季節の行事にあわせた遊びなどを行っている子育て
サロンになります。子どももお母さんも楽しみなが
ら参加する、笑い声の絶えない明るい雰囲気が特徴
です。
取材日はちょうど夏の風物詩・七夕会でした。子
どもたちは自分の背丈よりも大きい笹の葉を前に興
味津々です。みんなで作った七夕の飾りを、笹の葉
が見えなくなるくらいにたくさん飾りつけをしまし
た。
お母さんによる七夕伝説のお話しのあとは、男の子
＝彦星・女の子＝織姫に扮しておっかけっこです。
子どもたちもお母さんたちも部屋いっぱいに走り
回って大はしゃぎ！最後に短冊へ願い事を書いて七
夕会は終わりました。
「安心して子どもを遊ばせられる場所」「お母さん
たちの情報交換の場所」として地域のお母さんたち
に根付いたサロン。今後も子どもたちの笑顔ととも
に引き継がれていくことでしょう。
報告：出店
未就園児への運動遊び、手遊び、工作、楽器遊びを
はじめ、さまざまな季節行事を行っています。
日時…毎週水曜日 午前１０時半〜１１時半

Ｉｎｆｏ.............くれよんくらぶ
未就園児への絵本の読み聞かせ、エプロン
シアターやパネルシアターのほか、幼児・
児童向けに様々な季節行事を行っています。
日
場

時：毎月第２月曜日
所：中町児童館

午前１１時〜正午

だ！
う
そ ※夏休み期間あり。詳しくはお問合せくださ

新しいサロンに行ってみよう！

い。
場所…北新宿第一児童館

地域の方々が集うサロン「ふらっと ひとやす
み」が６月４日（木）にオープンします！
中井駅から徒歩1分のカフェ店内で、手作り軽
食（有料）を味わって、おしゃべりして、ほっと
できる地域の憩い場に参加しませんか？
参加希望の方は６月１日（月）以降に右記までお
申し込み下さい。
※平日（木曜を除く）は、障害者の就労支援を
目的とした「カフェ」も行っています。
詳しくはＰ１０をご確認ください。

volunteer

ふらっと

ひとやすみ

【日 時】毎週木曜日
午前１０時〜午後４時
【内 容】軽食と囲碁、小物作り、
パネルシアターなど
【参加費】１回５００円
【定 員】１０名程度
【申込み】ＴＥＬ５９８３-５３３０ 担当：鶴
【運 営】新宿区勤労者・仕事支援センター、
新宿西共同作業所ラバンス、
住民有志グループの共同運営

２

【募集に関する問合せ】

ボランティア
情報 コーナー

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。

個人

高齢者施設
４

納涼祭のお手伝い
デンマークイン新宿は高齢者が生活されている老
人保健施設です。納涼祭
【日

時】日・月・火・木・金曜日のいずれか
午前１０時〜午後1時
【内 容】利用者さんに提供する昼食の調理
【場 所】より処 まんまる庵
（ＪＲ・東西線・西武新宿線
「高田馬場」徒歩5分）
【募 集】女性 各日1名
【その他】エプロンをご持参ください
ご希望があれば利用者さんと一緒に昼食
をとって頂けます（費用負担なし）

食事づくりと会食の付き添い

病院への付き添い

３

若葉に住む一人暮らしの９０代女性です。タク
シーで病院に行く際、一人では不安を感じていらっ
しゃいます。往路だけでも結構ですので、付き添い
していただける方を募集しています。
【日 時】６月３０日(火） 午前９時３０分〜
【内 容】自宅（若葉）から病院（飯田橋）までの
付添い

volunteer

５

グループさくらんぼは、若松町地区において、
「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

３

施設内のお手伝い

６

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

【内
【場

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）
容】整髪の補助、シーツ交換、
喫茶のお手伝いなど
所】聖母ホーム
（西武新宿線「下落合」徒歩１０分）

７

外出の付き添い

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
【内
【場
【募

時】日中 曜日・時間は応相談
容】近所へのお買い物・散歩の付き添い、
話し相手等
所】社会福祉法人サンより処くるみ
集】男女問わず 40歳ぐらいまで
高田馬場周辺の方希望

障がい者施設
工房のお手伝い

８

「トライ工房」では、手足の不自由な障害者（車
椅子利用者）が集まり、自立へむけた訓練として木
工や布製品作り等の作業を行っています。工房での
製作活動をお手伝いいただける方を募集しています。
【日

【内
【場

【募

時】木・金・土曜日
・午前の活動：午前１０時〜正午
・午後の活動：午後１時〜３時
容】ガラス工芸、布製品、手すきハガキ作り
所】新宿トライ工房
区立障害者福祉センター内
（東西線「早稲田」徒歩８分）
集】男女問わず

volunteer

プールのお手伝い

９

新宿区立あゆみの家は、心身障害者通所施設です。
成人グループでは、合宿をしたりお出かけをしたり、
外へ外へと活動しています。プールも利用者さんが
楽しみにしている活動の一つです。一緒に安全に楽
しくお手伝いをしてくださる方を募集いたします。
一緒に楽しく活動してみませんか？
【日 時】毎週水曜 午前11時〜正午
【内 容】心身障がい者（成人）のプール（訓練）
のお手伝い
【場 所】新宿養護学校（新宿区西新宿４-２０-１１）
（大江戸線「西新宿五丁目」徒歩５分）
※集合は同校玄関
【募 集】男女とも可
【持ち物】水着・タオル・水泳帽
【その他】あゆみの家のボランティア登録（無料）
をしていただきます。
※謝礼あり

利用者のお手伝い

１０

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。プールでの活動をお手伝いしてくだ
さる方を募集しています。利用者の皆さんは明るく
元気な方が多く、楽しい雰囲気の中でゆっくりのん
びり過ごしています。ぜひ一緒に活動してみません
か？初めての方も大歓迎です。
【日 時】水曜日
午後１時〜３時
木曜日（月２回程度）午前 9時〜正午
※７月の予定：毎週水曜、２、１６日
【内 容】更衣のお手伝い、プール内での付添い
【場 所】現地（プール）、またはぽれぽれ福祉
園にて集合。
新宿生活実習所（ぽれぽれ福祉園）
（大江戸線「牛込柳町」、東西線
「神楽坂」「早稲田」徒歩10分）
※プール
水：新宿スポーツセンターなど
木：コズミックスポーツセンター
【募 集】男女とも可
【その他】事前にオリエンテーションを行います。

４

カフェのお手伝い

１１

その他

障がい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〜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】カフェでの障がい者のサポート
【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。

児童施設
子どもの遊び補助

１２

0〜18歳までの子どもとその保護者を対象に、
今年開設された施設です。子どもたちの遊びをサ
ポートしてくださる方を大募集しています。
地域の子育て支援に関わってみませんか？
【日
【内

【場

【募

１４

サロン活動のお手伝い

四谷ひろば「大人のサロン」はシニアの地域交流
の場として開設された、ふらっと気軽に立ち寄れる
サロンです。健康体操や手工芸、コーラス、フラダ
ンスなどのプログラムも開催しています。
【日 時】月〜日曜日（全館休館日の木曜日以外）
午後１時〜４時 ※都合の良い日で可
【内 容】見学者へのサロン紹介やサロンに来られ
た方とのおしゃべり、プログラム開催時
の受付等
【場 所】四谷ひろば（旧四谷第四小学校）
（丸の内線「四谷三丁目」徒歩１０分）
【募 集】男女問わず

１５

切手整理・エプロンづくり

毎月

切手整理

活動

中
【日 時】７月１日（水）１５日（水）
時】月〜土曜日 午前９時３０分〜午後６時
午後１時〜3時（随時活動可）
※活動時間は応相談
容】乳幼児や中高生の遊びサポートと見守り、 【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」
読み聞かせや昔遊びなど
※活動は随時相談によって決まります。
所】信濃町子ども家庭支援センター（JR
「信濃町」徒歩5分、丸の内線「四谷三
丁目」徒歩8分）
消印が押され用済みになった切手が、再び海
集】男女問わず
外医療協力のために役立ちます。国内外の切手
※センターの詳細はＰ６をご参照下さい
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！
１３
切手の周囲（消印部分を含め）約２センチ以
こどもまつりのお手伝い
上を切り取ってお送りください。

中井児童館の「こどもまつり」は、小学校のこど
もたちが中心となって開催しています。当日は地域
の方々幼児から大人までが来館し賑わいます。お客
さんが安全に楽しめるように、お手伝いしてくださ
る方を募集いたします。一緒に活動しませんか？
【日 時】７月８日（水） 午後１時〜５時３０分
【内 容】子どもが運営する出店の補助、受付など
【場 所】中井児童館
【募 集】男女とも可
【持ち物】上履き、外用運動靴、手拭ハンカチ、
エプロン、三角巾、活動のしやすい服装

volunteer

切手をご提供ください

【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。

エプロンづくり
ご寄付いただいた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】６月２４日（水）、７月８日（水）
午後１時〜3時
【場 所】戸塚特別出張所地下会議室（予定）

５

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

四谷
若松

サポートコーナー

信濃町子ども家庭支援センターがオープン
信濃町子ども家庭支援センターは、0〜18歳ま
での子どもとその保護者のための施設として今年4
月に開設されました。乳幼児親子が遊べる「ひろ
ば」や子どもたちの自由で楽しい「居場所」の提供、
また子どもと家庭の総合相談機能を通して、地域の
子育てを心強く応援している区の施設です。セン
ターでは、小中学生向けのイベントや幼児サークル
などの企画も盛りだくさん！いつも子どもや親子で
賑わっています。子どもたちのわくわく♪をサポー
トするボランティアも大募集中です（Ｐ５）。

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

コーナーでボランティア
【切手整理】
７月８日（水）
【落合手作りの会】６月２９日（月）
７月１０日（金）
■時間：午後１時３０分〜３時３０分
■場所：7月より新たな活動場所にうつります。
・６月中の活動場所：
中落合高齢者在宅サービスセンター
地下１階 集会室
↓
・７月以降の活動場所：
落合第一高齢者総合相談センター

【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
コーナーでボランティア

【はがき絵】７月１３日（月）
【小物作り】７月１４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。

問合せ
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）

牛込ボランティア・地域活動

箪笥
榎

サポートコーナー
コーナーでボランティア

【ぞうり作り】６月２４日（水）
【ビーズの会】６月１９日（金）
■時間：午後１時３０分〜３時３０分
【囲碁の会】 ７月７日（火）２３日（火）、
３０日（火）
■時間：午前１０時〜正午
■場所：箪笥町特別出張所会議室

問合せ
落合第一特別出張所内（下落合４ー６ー７）
TEL.FAX:5996-9363
※現在メールが使用できません。
ご連絡は電話かＦＡＸにてお願い致します。
齋藤（さいとう）

volunteer

問合せ
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）

６

大久保ボランティア・地域活動

戸塚
大久保

サポートコーナー

地域の防犯活動に参加！
大久保地区安全・安心パトロール

６月３日（水）

大久保地区安全・安心パトロールの記念すべき第
一回目に参加してまいりました！
同地区では地域住民の方が中心となって“大久保
地域見守り隊”を結成し、日頃から見守り活動を
行っておりますが、新たに毎年６月の第１水曜日を
「大久保地区安全・安心の日」と定め、見守り隊の
活動や防犯意識の普及啓発のため、一斉パトロール
を行うこととなりました。
当日は、総勢１００名を超える隊員がパトロール
に参加。「見守り活動中」ののぼりや提灯を提げ、
防犯のＰＲチラシとポケットティッシュを配りなが
らのパトロールが行われました。

サポートコーナー

【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。
７月６日〜１０日の間、選挙の不在者投票受付のた
めコーナーの窓口を縮小いたします。ご不便をおかけ
いたしますが、お急ぎの御用の際はボランティア・市
民活動センター（高田馬場）にお願いします。尚、お
電話は可能ですので、気軽にお問い合わせください。

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）

柏木
角筈

ひまわりホーム
地域に根ざした施設を目指して
木々の新緑にさんさんと太陽の光が差し込む十二
社通りを通って、西新宿にある福祉ホーム、ひまわ
りホームへ行ってきました。本当の目的はボラン
ティアさんが作った雑巾を届けることでしたが、肝
心の雑巾を忘れてしまったにも関わらず、快くホー
ムを見学させていただきました。２〜４階が居室で、
それぞれの個性が伺えるようなお部屋となっていま
した。なにより４階の部屋から見える青空と新宿の
高層ビルが絶景でした！そして、本来となりの部屋
との境が全面壁になるところをあえてドアをつけて
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コーナーでボランティア

問合せ

‘アンパンマン’でおな
じみのやなせたかしさ
んが区に寄贈したキャ
ラクター「新宿シン
ちゃん」も登場。
子ども達に大人気！

淀橋ボランティア・地域活動

このような地域住民が一丸となっておこなう地道
な見守り活動が、愛するまちを犯罪から守る大きな
力となっているのだ
と、パトロールに参
加して実感いたしま
した。今後も、見守
り隊の一員として、
大久保のまちをしっ
かり“見守りたい“
と思います！

お隣さんの生活音が聞こえるようにして、はじめて
親元から離れて暮らす入居者さんの淋しさや心細さ
を軽減させようとする工夫、地下には最新式のリフ
トを備えた浴室、障がいに応じて鳴らすことのでき
るナースコール（例えば息を吹きつける）など最新
の設備に驚かされました。
１Fはリビングでキッチンがあり、夕食はアルバ
イトで近所の方が作っているそうです。ちなみに朝
食は職員の方が作っており、毎食手作りで羨ましい
限りです。入居者さんは平日の日中はそれぞれの通
所先で活動しており、今回お会いすることはできま
せんでしたが、エレベーターの中に入居者さんの笑
顔いっぱいの写真がたくさん貼ってありました。

７

ひまわりホームは重い障がい害を持っていても住
み慣れた地域で暮らし続けいたいという思いから、
新宿区障害者福祉協会と新宿区肢体不自由児者父母
の会が設立した福祉ホームです。設立に伴い、新宿
区内で土地を探すと膨大な資金が必要で適地を見つ
けるのが大変だったというお話や建設費の国庫補助
金を受ける際に一度は採択されなかったものの運よ
く異例の二次採択がひまわりホームに出されたとい
うエピソードも聞くことができました。
多くの人の思いを乗せたひまわりホーム、今後の
地域に根ざした活躍に期待が膨らみます！

コーナーでボランティア
【手編みの会】
７月１３日（月）、２７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】
７月１４日（火）、２８日（火）
■時間：午後１時３０分〜３時３０分
■場所：松島様宅（北新宿）

問合せ
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）

介護支援ボランティア・ポイント事業
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
募集

事業案内
■事

業

下記の施設などでボランティア活動を行い、
活動時間に応じてポイントが貯まります。
翌年、ポイントは換金または寄付できます。

■対象者

区内在住の６５歳以上の方

■場

所

区内の介護保険施設など

■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

講習会

※先着順。講習会費用無料

■６月２４日（水）午後３時30分〜５時
場所：区役所第２分庁舎３階会議室
■７月１０日（金）午後３時30分〜５時
場所：区役所第２分庁舎３階会議室
■７月３０日（木）午後２時〜３時３０分
場所：戸塚特別出張所 地下会議室Ｂ

volunteer

活動の流れ
参加希望の方は講習会（左記参照）を
受け、介護支援ボランティアとして登
録をします。

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。
【申込み】
新宿ボランティア・市民活動センター

８

情報掲示板
information

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
こころサポートセミナー

講座・講習会

あなたの“となりの”依存症

01

５５歳からのお仕事

再就職支援セミナー 参加
者
おおむね55歳以上の方を対象に
再就職支援セミナーを開催します。
ぜひご参加ください。

募集
！

【日 時】７月６日（月）
午前１０時〜正午
【会 場】戸塚特別出張所
【講 師】野村 成二氏（キャリアカウンセラー）
【内 容】採用される履歴書の書き方、面接の受け
方など
【問合せ】新宿区社会福祉協議会
新宿わく☆ワーク
ＴＥＬ５２７３-４５１０

03

「依存症ってどこから病気なの？」「なぜ依存
症になるの？」「どうやって関わればいいんだろ
う・・・」知らないからこそ関わりの中で不安や
怖さを感じるものです。なかなか気軽に聞きづら
い依存症について基礎的な話をお伝えします。
【日 時】６月２７日（土）
午後７時〜８時３０分
【場 所】四谷地域センター１１階
集会室２・３（丸の内線「新宿御苑
前」徒歩5分）
【費 用】１,０００円
【定 員】４０名
【問合せ】こころスペース奏
ＴＥＬ３３５２-２２１３

グループサポート

聖母大学

公開講座

02

認知症について
認知症―何かおかしい、を受け止める
【日

時】７月４日（土）
午後１時３０分〜３時３０分
【会 場】聖母大学第２校舎 講堂
（新宿区下落合4-16-11）
【定 員】200名（先着順）
【費 用】無料
※プログラム終了後、ご希望の方がい
らっしゃればパネリストの医師、看護
師がご相談に応じます。
【問合せ】聖母大学学術委員会委員 担当：宮崎
ＴＥＬ３９５０− ０１７１

volunteer

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・・・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）
※全８回
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】こころスペース奏
ＴＥＬ 同上

９

子育て支援セミナー

ふれあいの家ーおばあちゃんち
へようこそ

04

赤ちゃんから高齢者までが、世代をこえてふれあ
い暮らせる、そんな「まち」をつくりたい！１００
軒の「おばあちゃんち」１００人の仲間を！
【日
【内

時】６月２９日（月）
午前１０時〜正午 ※９時３０分開場
容】①講演：ふれあいの家ーおばあちゃんち
講師：渡辺 美恵子氏
ＮＰＯふれあいの家おばあちゃんち代表

心の通い合うまちづくりを目指す
「おばあちゃんち」の活動の紹介、
発足の経緯をお話しします。
②新宿区における子育て支援活動の制度
（ファミリー・サポート、子ども
ショートステイなど）
【場 所】若松地域センター2階 第一集会室
（新宿区若松町１２−６）
【対 象】新宿区の子育て支援活動に関心のある方
【費 用】無料
【問合せ】地域子育て支援センター二葉
ＴＥＬ５３６３-２１７０

子どもショートステイ 協力家庭募集
新宿区には親の入院、次子出産、介護などで保
護者の方が夜間留守になったり、子どもの養育が
一時的にできなくなったりする場合に、地域のご
家庭でお子さんを預かっていただく「子ども
ショートステイ制度」があります。
お預かりいただける協力家庭を募集しています。
ぜひご協力ください。
【内

容】・食事、入浴、排泄、着替えなど、
児童の基本的な生活援助
・児童と共に遊びや運動、学習を行う
・保育園、幼稚園、小学校への送迎
【期 間】一回の申込みで原則として７日間まで
【対 象】０歳〜小学校６年まで
【問合せ】地域子育て支援センター二葉
ＴＥＬ５３６３-２１７０
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イベント・サロン
幼い難民を考える会

05

カンボジアシルク展
カンボジアの子どもと女性の生活を支えるＮＰＯ
「幼い難民を考える会（CＹＲ）」による出展販売
「カンボジアシルク展」が開催されます。CＹＲは、
女性たちの経済的自立と伝統文化の復興を目的とし
て織物研修センターを運営し、伝統的な織物の技術
指導を行っています。お買い上げいただいた収益は
ＣＹＲを通じて、織り手の女性たちの貴重な収入と
なります。
【日 時】６月１７日（水）〜６月２３日（火）
午前1０時〜午後８時
※最終日は午後６時まで
【場 所】新宿高島屋１０階
生活雑貨ショップ「マ・ピエス」
【問合せ】幼い難民を考える会
ＴＥＬ３９４３-６９７１

06
ふらっとひとやすみ
「カフェ＆サロン」オープン！
障害を持っている人や就労に支援を必要とする人
たちがサポーターと一緒に働くカフェ「ふらっと
ひとやすみ」がオープンしました。誰でも気軽に入
れるカフェ＆サロンにぜひ行ってみませんか？
【日 時】■カフェ：月・火・水・金曜日
午前11時〜午後５時
■サロン：月（７月以降）木・金曜日
※サロンの活動日、内容は変更になる場
合がございます。
【場 所】西武新宿線 中井駅から徒歩1分
（新宿区中落合1-17-1）
【問合せ】ふらっと ひとやすみ
ＴＥＬ５９８３-５３３０
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新宿完全消灯日

07

ライトダウン２００９

【日

時】６月２１日（日） 夏至
７月７日（火）
七夕
※両日とも午後８時〜午後１０時
※業務、家事に支障のない範囲の照明
を消灯して下さい。
【申込み】事業所・施設関係者の方は所定の実施計
画書を郵送またはＦＡＸで送付下さい。
【問合せ】新宿区環境対策課エコライフ推進係
ＴＥＬ５２７３−４２６７

募集
08

ボランティア大募集
障害者によるスポーツ大会「東京２００９アジア
ユースパラゲームス」が開催されます。アジア地域
３０ヶ国から集まる約１,０００名のアスリートは、
未来のパラリンピックを夢見る１４〜１９歳のジュ
ニアアスリートたち。選手たちにとって初めてとな
るこの国際舞台をサポートしていただけるボラン
ティアの方々を募集します。
【期 間】9月７日（月）〜１５日（火）
【場 所】国立オリンピック記念青少年センター、
代々木体育館、国立霞ヶ丘競技場ほか
【内 容】①一般ボランティア：選手の誘導や介助
など生活上のサポート、大会運営補助
②語学ボランティア：選手とのコミュニ
ケーションサポートなど
※活動希望者は６月下旬から全体研修・
説明会にご参加ください（必須）
【対 象】１９９４年４月１日以前に生まれた方
※１８歳未満の方は保護者の同意が必要
【問合せ】東京アジアユースパラゲームス
ＴＥＬ５８３３-１５４０
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ご協力ください

新宿完全消灯日は、新宿区内を一斉に消灯し、地
球温暖化ガスの排出量を削減しようという試みです。
夏至の夜と七夕の夜には新宿区内を一斉消灯して普
段は見えない星の光を眺めながら地球温暖化問題に
真剣に向き合ってみませんか？

障害者スポーツ大会

臨床実習に

ヘレンケラー学院では、職業人として自立を目指
し、講師立会いのもとに授業の一環としてあん摩、
マッサージ、はりの技術を磨くための臨床実習を
行っています。授業へのご協力、どうぞ宜しくお願
いします。
【内 容】①あん摩・マッサージ：月、火、金曜
②はり
：火曜日
【時 間】午後０時４０分〜１時４０分（６０分）
※予約多数の場合は午後１時５０分頃
の施術になる場合もあります。
【料 金】１,５００円（①②の施術料として）
【申込み】施術当日の午前１０時〜１１時の間に電
話にてお申し込みください。
【問合せ】ヘレンケラー学院
新宿区大久保３−１４−２０
ＴＥＬ３２００-０５２５

学習支援

10

スタッフ募集
日本に在住している外国籍の子どものなかには、
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

１１

福祉車両

活動助成
社会福祉

購入助成
11

事業・研究助成
主に障害者（身体・知的・精神）の分野における、
福祉向上を目的とした事業・研究に対する助成を行
います。
【内 容】①事業助成：〜１００万円
②研究助成：〜２００万円
【申込み】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、
下記財団事務局まで郵送してください。
※申請書は葉書またはＦＡＸにてご請求
ください。ＨＰからダウンロード可。
【締切り】７月末日必着
【問合せ】財団法人 みずほ福祉助成財団
〒１００−８３３３

千代田区丸の内２−５−１
ＴＥＬ３２０１−２４４２
ＦＡＸ５２５２−８６６０

木育・環境教育

12

活動助成
木育活動（木をテーマとした体験学習など）、木
育拠点整備事業を対象に助成を行います。
【内
【対

容】必要経費の５０％を助成※上限５０万円
象】①木育活動促進事業
木材や国産材利用の意義や国内の木の
文化理解をテーマとした教育活動など
②消費者グループ普及活動支援事業
地球温暖化防止をテーマとしたセミ
ナーなどの普及活動
【締切り】７月３日 ※消印有効
【問合せ】ＮＰＯ法人 活木活木（いきいき）森
ネットワーク
ＴＥＬ５８４４−６２７２
ＦＡＸ３８１６−５０６２

volunteer
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福祉車両購入金額（日本財団による設定価格）に
対し助成を致します。
【車 両】車椅子対応車（２ＷＤ／４ＷＤ）
【申込み】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、
下記まで郵送してください。
【締切り】６月３０日 ※消印有効
【問合せ】ダイハツ東京販売株式会社
中央区月島２−１５−１
ＴＥＬ３５３３−６４１１
ＦＡＸ３２７９−６３０１

社会福祉施設

14

設備改造助成
障害者福祉施設、児童福祉施設が行う設備改造に
対して助成を行います。
【内 容】１件あたり上限２００万円
※単年度事業を対象
【申込み】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、
市区町村社会福祉協議会の推薦を添付し、
て下記まで郵送してください。
【締切り】７月３１日 ※消印有効
【問合せ】財団法人 出光文化福祉財団
目黒区青葉台３−４−１５
ＴＥＬ５４２８−６２０３
ＦＡＸ３４６３−８７５０

社会福祉

15

事業・研究助成
社会福祉の向上を目指し、福祉に関する民間の事
業・研究を対象に助成を行います。
【内 容】８０万円（上限）※単年度事業を対象
【申込み】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、
下記財団事務局まで郵送してください。
【締切り】７月末日 ※消印有効
【問合せ】財団法人 松翁会
千代田区大手町１−５−４
大手町フィナンシャルセンター３階
ＴＥＬ３２０１−２４４２
ＦＡＸ５２５２−８６６０

１２

