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夏本番！落合プレイパーク

c o n t e n t s

首都圏で大きな災害が起きたらどうしますか？どんなことが考えられるでしょう？

新宿社協では、新宿企業ボランティア連絡会やＮＧＯ団体と協働し、親子で防災につい

て考える体験型の学習会を実施します。親子で地域の防災について考えてみませんか？

災害が起きたらどうしますか？
ボランティア講座

【申込み】新宿ボランティア・市民活動センター

ＴＥＬ５２７３-９１９１ ＦＡＸ５２７３-３０８２

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

【内 容】
下記「２００９年首都圏統一帰宅困難者訓練（下記参照）」で設営され
るエイドステーションの設置訓練、飲料水などの配布、参加者の誘導、
声かけなど。また非常食の試食、防災ワークショップの実施。

【対象者】
区内在住・在勤・在学の小学生とその保護者 ※先着１０組

東京都では、首都直下地震が発生した際、新宿駅周辺に約16万

7000人の滞留者、約9万人の帰宅困難者が発生すると推測し

ています。当訓練は1都3県で同時開催される災害時に想定され

る帰宅困難者の課題を考える体験型訓練です。徒歩帰宅訓練は

どなたでも参加できます。

２００９首都圏統一帰宅困難者対応訓練とは？

メールまたは、電話の場合は上記
新宿ボランティアセンターまで
mail ：２００９kitaku@tosaibo.net
URL：http://www.tosaibo.net

【主 催】

新宿企業ボランティア連絡会
（社会貢献活動に取組む企業によるネットワーク）

新宿区社会福祉協議会

【主 催】２００９年首都圏統一帰宅困難者対応訓練実行委員会
【主 管】東京災害ボランティアネットワーク

参加方法等、詳細の問合せ先

健康体操で暑気払い 大人のサロン 災害義援金、映画・イベント情報、募集情報 他

９月２６日（土）午前９時～午後１時３０分
場所：新宿区西早稲田周辺

（予定）
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健康体操で身も心もリフレッシュ！ふれあい・いきいき

サロンってこんなとこ

四谷地区で開催されている「大人のサロン」を紹

介します。四谷第四小学校跡地に開設された「四谷

ひろば」の一角に交流スペースを構え、毎月さまざ

まな活動を行っています。

取材当日のプログラムはシニア健康体操。真夏日

にも関わらず多くの参加者が集まっており、聞けば

このプログラムはたいへんな人気とのこと。

地域の方を中心に手工芸・フラダンス・体操等様々

なプログラムを行っています。プログラムのない日

は交流スペースとして開放しています。

日 時：平日 午後１時３０分～３時３０分
定休：木曜・日曜・祝日・年末年始

場 所：四谷ひろば Ｂ館

Ｉｎｆｏ..................大人のサロン

多世代サロン：大人のサロン

椅子やマットを用いた筋力トレーニングは思いの

ほか全身の筋肉を使うことを実感。日頃使っていな

いスジや関節を意識でき、たくさんの汗をかくこと

ができます。体操後のみなさんの表情が明るくすっ

きりとしていたのが印象的でした♪

シニア健康体操は「元気に楽しく暮らしたい」と

いう地域の声を四谷地区協議会が中心にかたちにし

たもの。四谷地区スポーツ交流会と四谷ひろばの協

働事業としてすっかり地域に定着し、これからもま

すます盛り上がっていくことでしょう。

ぜひ皆さんもご参加ください！ 報告：出店

７月２５日（土）、前日の雨降りが嘘

のような、夏の日差しが降り注ぐ落合中央公園には

親子の笑い声と笑顔があふれていました。

スベリ台に水を流し、下にシートを敷いて水溜り

を作ると、アッという間にウォータースライダーの

出来上がり！みんな水しぶきをあげてとっても気持

ち良さそうに滑っていました！

また、木陰では廃材や木材を使った木工クラブが

いっぱい遊んでお腹がすいたら、各自持ってきた

おにぎりやウィンナーを網で焼いてお昼ご飯。青空

の下でみんなと食べるご飯は最高～！

普段なかなか出来ない

ことを思いっきりできる

場所『プレイパーク』に

親子で遊びに来

てみませんか？

落合中央公園は不定期、
西落合公園では月・水・
金曜に開催しています。
詳細は下記までお問い
合せください。

の公園には“遊び”がいっぱい。
落合プレーパーク夏

行われ、普段はなかな

か手にしない金づちや

のこぎりを使って思い

思いの木工作品を作り

上げました！ちょっぴ

り危ない手つきで作業

をする子ども達にはボ

ランティアの方が優し

く教えてくれます。

【問合せ】
川村：０９０-４４５１-３７６２



【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・その他
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高齢者施設

認知症グループホーム『より処ぬくみ』では認知

症の方が楽しく日常生活を送っています。利用者

（女性）のお散歩に付き添ってくださる方を募集し

ています。一緒にのんびり歩いてみませんか？

【日 時】日中 曜日・時間は応相談

【内 容】散歩の付き添い

【場 所】施設周辺

（ＪＲ・東西線・西武新宿線「高田馬

場」徒歩5分）

【募 集】1名（できれば女性）

ヘルパー資格のある方

（お年寄りと関わったことのある方希望）

お散歩の付き添い
５

70代男性。外出が好きですが、歩行が困難で、

なかなか出かけることが出来ません。デパートに付

き添ってくださる方を募集します。

【日 時】水曜日 午後1時～3時30分位まで

※月1回程度 1回だけでも可

【内 容】自宅から新宿駅周辺のデパートまでの往

復、ウィンドウショッピングの付き添い

※車椅子での移動介助

【場 所】本人宅（富久町）

【募 集】男女問わず

デパートの付き添い
１

冷蔵庫掃除のお手伝い

東西線神楽坂駅周辺に住む一人暮らしの７０代の

女性です。冷蔵庫内の掃除・整理について、どなた

か一緒にお手伝いいただけませんか？

【日 時】ご都合のよい日時に合わせて調整します

【内 容】冷蔵庫内の整理・拭き掃除

【場 所】神楽坂駅周辺

【募 集】女性

２

認知症デイサービス「より処まんまる庵」は、

“外にあるお茶の間、地域の小さな社交場”として

参加する皆さんが快適に過ごせるよう工夫していま

す。一緒に昼食を作ってくださる方を募集します。

【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）

調理のお手伝い
４

自立に向けて頑張っている１５歳から２０歳の男
の子達と一緒に、楽しく食事作りのお手伝いをして
くださいませんか？

【場 所】社会福祉法人青少年福祉センター
自立援助ホーム新宿寮
（西武新宿線「下落合」徒歩５分）

【問合せ】落合コーナーまで（Ｐ７）

夕食づくりのお手伝い
３
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新宿生活実習所ぽれぽれ福祉園は、重度の知的障

害を持つ方の通所施設です。毎年恒例の地域交流行

事「ぽれぽれ祭り」を開催いたします。利用者のみ

なさんと一緒に楽しみ、サポートしていただける方

を大募集！楽しい1日を過ごしましょう！！

【日 時】１１月１４日（土）午前9時～午後3時

【内 容】・模擬店などの販売のお手伝い

・利用者さんの付き添い

【場 所】新宿区立新宿生活実習所（都営「牛込柳

町」、東西線「神楽坂」徒歩10分）

【募 集】男女とも可

【その他】・昼食はご用意しております。

・雨天決行 ※交通費は自己負担

お祭りのお手伝い
１０

NPO法人ルーツ支援センターは戸山ハイツ内に

ある高齢者デイサービスセンターです。手工芸や小

物作り、パソコンなど様々なプログラム活動をお手

伝いいただける方を募集します。

【日 時】月～土曜日 午後１時～３時

【内 容】手工芸・食事の用意・各種レクレーショ

ンのお手伝い

【場 所】NPO法人ルーツ支援センター

（メトロ・大江戸線「東新宿」徒歩5分）

【その他】エプロンをご持参ください。

プログラム活動のお手伝い
７
障がい者施設

あかねデイホームは認知症対応のデイサービスセ

ンターです。納涼祭ではレクリエーション活動の一

環としてセンター内で様々な催しを予定しています。

出店のお手伝いをしてくださる方を募集します。

【日 時】８月２２日（土）

午後１時半～４時 ※応相談

【内 容】納涼祭の出店（かき氷、水風船等）補助

【場 所】あかねデイホーム

（東西線「神楽坂」徒歩７分）

【募 集】２名程度 男女問わず

【その他】上履きをご持参ください。

納涼祭のお手伝い
６

マイウェイ四谷は高齢者が入所や通所をされてい

る介護老人保健施設です。敬老の日のお祝いをかね

て地域の方もお招きしイベントを行います。バザー

や出店のお手伝いをしてくださる方を募集します。

【日 時】９月１３日（日） 正午～午後４時

【内 容】スタッフと共に出店のサポート

【場 所】介護老人保健施設 マイウェイ四谷

（丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩３分）

【募 集】２～３名 男女問わず

イベントのお手伝い
９

NPO法人のぞみ会は、変形性股関節症について

様々な活動を行っている患者の会です。病気につい

ての講演会を行うに当たり、運営を手伝ってくださ

る方を募集しています。ぜひお力をお貸しください。

【日 時】９月２７日（日） 午後1時～4時

【内 容】講演会運営サポート

【場 所】戸山サンライズ(新宿区戸山1－22－1)

【募 集】女性1名

講演会のお手伝い
１１

細工町高齢者在宅サービスセンターは地域の方が

通うデイサービスセンターです。恒例の敬老会で、

利用者さんに喜んでいただけるよう、一芸をご披露

してくださる方を募集します。

【日 時】９月１０日（木）、１１日（金）、

１２日（土） 午後１時～２時３０分

※都合のつく日だけでも構いません。

【内 容】マジック、演奏などの一芸披露

【場 所】細工町高齢者在宅サービスセンター

（大江戸線「牛込神楽坂」徒歩5分）

【募 集】数名程度 男女問わず

敬老会での一芸披露
８



切手整理

【日 時】９月２日（水）１６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」

uvol nteer

その他

５

切手整理・エプロンづくり
１６

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
ンスなどの様々なプログラムも開催しています。

【日 時】月～土曜日（全館休館日の木曜を除く）
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

サロン活動のお手伝い
１５

毎月
活動中

児童施設 保育室のお手伝い

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。乳幼児と一緒に昔遊びや工作
のお手伝いをしてくださる方を募集しています。

【日 時】月～金曜日 午前８時３０分～１１時
※１回１～２時間程度（応相談）

【内 容】わらべ歌、手遊び、簡単な工作など
【場 所】保育室 シェ・マミー

（南北線・有楽町線「市ヶ谷」徒歩３分）
【募 集】男女問わず
【その他】動きやすい服装 ※交通費支給

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】８月２６日（水）、9月９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周年まつり」のお手伝い

子どもの遊び補助

信濃町子ども家庭支援センターでは、遊びの場の

提供や仲間づくりの応援をしています。子どもたち

の遊びをサポートしてくださる方を募集しています。

【日 時】月～土曜日 午前９時３０分～午後６時

※活動時間は応相談

【内 容】乳幼児や中高生の遊びサポートと見守り、

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。

【場 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）

【募 集】男女問わず

１３

託児のお手伝い

子育て支援施設「ゆったりーの」では、子育て中

のママ達がゆったりとリラックスするヨガ講座（ゆ

るヨガ）を開催しています。参加者のお子さんの託

児をお手伝いしてくださる方を募集しています。

【日 時】９月７日（月）

午前１０時～午後１２時３０分

【内 容】生後２ヶ月～１歳のお子さんの託児

※スタッフと一緒に行います

【場 所】ゆったりーの（東西線「神楽坂」または

大江戸線「牛込柳町」徒歩１０分）

【その他】エプロン、動きやすい服装、学生可

１２

ゆったりーのは１０月に迎える５周年を記念して

お祭りを開催します！託児や運営をお手伝いいただ

ける方を募集しています。一緒に楽しみましょう！

【日 時】10月10日（土）午前10時～午後４時

※時間は応相談

【内 容】託児、模擬店、出し物のお手伝い

【場 所】同上

【その他】エプロン、動きやすい服装 学生可



【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

【ぞうり作り】９月１６日（水）

【ビーズの会】９月１８日（金）

【切手整理】 ９月１１日（金）

【小布の会】 ９月１４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
榎

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

絶品カレーで暑気払い！ ももくり会

７月１９日（日）

なんと今回で１１５回目を迎えるご長寿サロン

“ももくり会”。会もご長寿なら、代表を務める橘

さんもこの秋傘寿（８０歳）を迎えるご長寿。着々

と地域に根ざした活動を続けてこられました。

この日は恒例のカレーと西瓜で暑気払いが行われ

ました。馬場英二先生による「漢方と食養生」につ

いてのお話ではテーブルが満席になるほどの盛況ぶ

り。普段は聞けない話しに質問が飛び交い、皆さん

真剣にメモを取りながら聞いていらっしゃいました。

【囲碁の会】８月２５日（火）、９月１日（火）、

８日（火）、１５日（火）

■時間：午前１０時～正午

■場所：箪笥町特別出張所会議室

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】

９月７日（月）、１４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】

９月８（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

カレーには、さまざまな隠し味と季節の果物が練

りこまれ、メンバーの方々の愛情がたっぷりとトッ

ピング。優しい口あたり

にピリっと辛さが効いた

まさに夏カレー！食後に

は参加してくれた５歳の

男の子からかき氷が振る

舞われ、いっきに夏満喫！

次回のももくり会は９月１３日（日）を予定しています。
参加大歓迎です！コーナーまでご相談ください。

ごちそうさまでした！
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【切手整理】 ９月９日（水）

【落合手作りの会】８月３１日（月）

※９月１１日（金）は懇親会

■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

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】９月１４日（月）

【小物作り】９月８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

０～３歳のお子さんとお母さん20組近くが参加

されました。NPO法人のお姉さん達のプログラム

で、親子一緒に手歌遊びや新聞紙・布等で遊び、楽

しい時間を過ごされていました。

初めての子育てというお母さんが約半数。中には、

親子の集いへの参加

が初めてという方も。

地域の子育て支援者

が話しを聞き、一緒

に考え、アドバイス

し、そっと見守る姿

もありました。楽し

く参加でき、人の輪

が広がるきっかけに

なる講座でした♪

公園デビュー講座 四谷冒険あそびの会

７月１５日（水）

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

就労センター「街」スワンベーカリー落合店主催

によるスワンの夏まつりが今年も開催されました。

広場ではデニッシュバー実演販売が行われ、普段は

厨房でしか見られないパンを焼く様子を間近で見る

ことができました！できたてをさっそくいただきま

スワンの夏祭り 就労センター「街」

７月８日（水）

お気軽にご参加下さい！

uvol nteer

したが、これがとっても

美味★★★

また、室内ではドラム

太鼓のコンサートが開か

れました。ステキな音色

でアンパンマンのマーチ

が始まると、パンを食べ

ていた子どもたちもみん

な楽しそうに口ずさんで

いました！美味しい＆楽

しい夏まつりでした。
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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 下記の施設でボランティア活動を行うと、

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

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

事業案内

※先着順。講習会費用無料

■９月１０日（木）午後３時～４時３０分

場所：戸塚特別出張所 ２階

※９月以降も月１回程度開催を予定しています。

講習会

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。

問合せ

コーナーでボランティア

新宿けやき園夏まつり
８月７日（金）

気温30度を超える猛暑の中、新宿けやき園の夏ま

つりにお邪魔してきました！会場では、射的やヨー

ヨー釣り、カキ氷などの模擬店を地域のボランティ

アさんが担当！お祭りを一緒に盛り上げていました。

また、町会のボランティアさんが中心となって行わ

れた「盆踊り」では、会場内に手拍子が響き渡り大

賑わい♪ 笑顔の絶えない夏祭りとなりました！

戸塚
大久保

８月２４日（月）～２８日（金）の間、衆議院議員

選挙の期日前投票所設置のため、コーナーは大久保地

域センター３階談話室にて業務を行います。ご不便を

おかけいたしますが、宜しくお願いいたします。

※期間中のお電話：０９０－５５０１－０１５４

お知らせ

地域の方が気軽に集まり、趣味を活かしたボラン

ティア活動ができる「居場所」（空きスペース）を

探しています！ご自宅の一室、事務所、店舗の空き

スペース等を月数回程度、無償でお貸しいただける

方を募集しております。一緒に活動に参加してくだ

さる方も大歓迎です！

地域の“居場所”を探しています。



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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義援金の募集

講演会

統合失調症を知る
02

03

安心して最善の医療を受けるために、医学情報

をはじめ、医療行政について詳しくお話します。

【日 時】９月１９日（土） 午後２時～４時

【場 所】戸山高校 会議室(校舎１階）

【講 師】藤田保健衛生大学名誉学長 医学博士

船曳 孝彦氏

【参加費】無料

【申込み】メールまたはＦＡＸにて氏名・住所・

電話番号を送信してください。

※締め切り：９月１３日（日）

【問合せ】トヤマオープンカレッジ（ＴＯC）

mail：tochonbu@yahoo.co.jp

ＦＡＸ３９３３-３５１５

公開講座

医療の危機は日本の危機

講座・講習会

７月21日からの山口県を中心とした豪雨災害、

および24日からの福岡県を中心とした豪雨災害に

伴う義援金をそれぞれ募集しています。

山口県7.21大雨災害義援金
【期 間】８月２６日（水）まで

【口 座】山口銀行県庁内支店

口座番号：普通預金6156992 

口座名義：山口県共同募金会

※窓口にて「山口県7.21大雨災害義

援金」である旨申し出てください。

福岡県7月豪雨災害義援金
【期 間】８月３１日（月）まで

【口 座】

①郵便振替（局窓口での振替手数料は無料です）

口座名義：社会福祉法人 福岡県共同募金会

口座番号：01710-8-45

②現金書留

郵便局窓口で義援金送金を希望される場合は、

郵便料金は免除となりますが、宛名のところに

「救助用」と明記ください。

※宛先：〒816-0804 春日市原町3-1-7 

クローバープラザ内

社会福祉法人 福岡県共同募金会

【情 報】両義援金とも詳細は中央共同募金会の

ウェブサイトをご覧ください。

http://www.akaihane.or.jp/index2.html

山口県・福岡県
大雨豪雨災害への義援金

01

もしもあなたの大切な人が統合失調症と言われたら。

疾病の理解と対応のポイントについてお話しします。

【日 時】９月１１日(金) 午前１０時～正午

【講 師】新宿東メンタルクリニック院長

精神・神経科医師 三浦勇太氏

【対 象】区内在住・在勤で、統合失調症を持つ

方のご家族、または身近に接している方

【定 員】５０名（先着順）

【参加費】無料

【会 場】新宿区役所第二分庁舎 ３階会議室

【申込み】お電話でお申し込みください

【問合せ】新宿区保健所 保健予防課

ＴＥＬ５２７３-３８６２
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04

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、グループ

セッションを通して心のケアをしていきます。

【対 象】思春期の年齢に相当する女性

【日 程】８月２８日（金）～１０月９日（金）

※全４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（全４回分）
【定 員】８名
【問合せ】こころスペース奏

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

心のケア グループサポート

ブルースター

スタッフ募集

（財）新宿区勤労者・仕事支援センターでは、簿

記講座のお手伝いをしてくだる方を募集しています。

簿記の技術と経験を活かして障がいのある方や若年

非就業者の就労を応援しませんか？

【日 時】毎週金曜日 午前１０時～正午

【期 間】８月２１日から１２月２５日

【場 所】同センター薬王寺事務所（下記）

【謝 礼】２,４００円／１回（交通費含）

【申込み】下記メールの応募フォームから、または

お電話にてお問合せください。

【問合せ】新宿区勤労者・仕事支援センター

ＴＥＬ３３５８-９４１３

住所：新宿区市谷薬王寺５１

薬王寺児童館１階

05簿記講座
サポーター募集

06東京都福祉保健局

障害者就労のお手伝い

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

障害者スポーツ大会

ボランティア大募集

07

都庁福祉保健局では、知的または精神疾患をお持ち

の方を雇用します。その方のジョブコーチ（支援員）

のお手伝いをしていただける方を募集します。

【日 時】月２０日以内（土・日・祝は除く）

午前９時～午後６時（実働８時間）

【期 間】平成２１年１０月～２２年３月

【内 容】知的・精神障害者等の雇用における支援

業務（事務補助、ＰＣ入力補助など）

【場 所】都庁福祉保健局（新宿区西新宿２－８－

１ 第一本庁舎２６階南）

【賃 金】７，１９０円／日（交通費含む）

【募 集】男女２名程度（但し就労経験のある方）

【その他】面接あり

【問合せ】東京都福祉保健局障害者施策推進部

ＴＥＬ５３２０－４３２２
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活動助成

社会福祉に関する活動の開発や先駆的事業、また

福祉課題の解決に向けた事業へ助成を行います。

①一般助成
社会福祉に関する処遇技術の開発など、先駆的・

開発的事業に対して助成を行います。

【要 件】社会福祉に関する民間の事業で、活動研
究に従事する個人または団体

【助成額】５０万円／１件

②特別助成
社会的課題となっており、対応が急務となって
いる事業を優先して助成を行います。
【対 象】発達障害・精神障害者への支援、児童虐

待防止活動、ホームレス問題、更生保護
活動、認知症に関する支援事業 他

【要 件】国内の社会福祉法人、ＮＰＯ法人、
ボランティア団体など

【助成額】１００万円／１件

※共通事項
【締切り】９月３０日（水）※必着
【申込み】所定の申込書類の提出

※書類はＨＰからダウンロードできます
【問合せ】社会福祉事業研究開発基金

ＴＥＬ６２５６-３５８１

08社会福祉事業

研究・開発基金

高齢者や障害者の在宅福祉、子育て支援、障害者

スポーツなどを行う民間の団体を対象に助成事業を

募集します。

【対 象】社会福祉における先駆的活動、地域活動

【要 件】社会福祉の振興に寄与する事業を行う法
人または団体

【助成額】・先駆的活動助成：５００万円／１事業
・地域活動助成 ：２００万円／１事業

【締切り】１０月３１日 ※消印有効
【問合せ】独立行政法人福祉医療機構 基金事業部

ＴＥＬ３４３８-９９４５

09長寿・子育て・障害者基金

助成事業

イベント・映画

02

ＮＰＯ法人いきいき里の会は、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に活動してい

ます。今回は「いきいき幻想マジックショー」を開

催します。ご高齢の方の参加をお待ちしています。

【日 時】９月１９日（土） 午後１時～５時

【内 容】日本奇術協会によるマジックショー

【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】５００円

【問合せ】NPO法人いきいき里の会

ＴＥＬ６３８０-６２３０

URL：http://www.iki-iki-satonokai.jp

ＮＰＯいきいき里の会

幻想マジックショー
11

映画 星の国から孫ふたり
～「自閉症」児の贈りもの～

10

■下高井戸シネマ ：１１月２１日～２７日
■練馬文化センター：１２月７日（月）
■烏山区民会館 ：１２月９日（水）

【前売り】１,０００円
【問合せ】企画制作パオ有限会社

ＴＥＬ３３２７-３１５０
mail：info@pao-jp.com

上映スケジュール

自閉症を題材にした映画「星の国から孫ふたり」。

米国バークレーを舞台に書かれた原作をもとに、日

本の現状に置き替えて映画化されました。

発達障害児を取り巻く家族の奮闘を通して、家族

のあり方や地域での支え合い、

また早期発見・療育の大切さ

を語りかける心温まる作品。

涙が笑いに変わり、苦しみ

が喜びに変わる。

是非ご鑑賞ください！

原作：門野晴子
監督・槙坪夛鶴子



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 専用ＱＲコード

携帯電話から登録

□児童 □高齢者 □障害者 □医療・保健
□環境・リサイクル □国際 □その他（地域活動）
□お知らせ・ご案内 □指定なし（全部）

携帯電話で右下のQRコードを読み取るか、
下記メールアドレスへ空メールを送信してください。

折り返し登録サイトのご案内メールが届きますので、
案内に従ってご登録ください。

volunteer@t141-98.dedicated.clara.ne.jp

下記社協のメールアドレスへ以下の内容をお送り下さい。
■件名：メール配信希望
■本文：①氏名

②配信希望分野（下からお選びください）
※複数選択可

７月よりメール配信システムを開始しています。タイムリーな情報提供と迅速なコーディネートでみ

なさんの活動をサポートします。各種講座や地域情報、災害時のボランティアに関する情報なども配信

していく予定です。ぜひご登録をお願い致します。

携帯電話
情報配信システム

パソコンから登録

電動式ベットがご不要になった方、ご家庭で使用さ

れていらっしゃらない方はご連絡ください。

※解体料金・運送料はご本人が負担いたします。

寄付をお願いします

電動式ベッド

寄付物品について

アップライトピアノを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

ご提供します

ピアノ

料理を通じて世界に触れてみませんか？

今回のテーマはカレー！ワークショップでメニュー

の立て方を学んだ後はカレー作りに挑戦。やみつき

になる味にリピーターも続出！

純益はＮＧＯ団体などを通してバングラディッ

シュの自立支援の資金として活用します。

【日 時】９月２１日（月・祝）

午前１０時～午後２時

【場 所】渋谷区神宮前区民会館

（ＪＲ・メトロ「明治神宮前」徒歩２分）

【費 用】２，５００円

【持ち物】エプロン

【問合せ】ＮＧＯハンガーフリーワールド

ＴＥＬ３２６１-４７００

12ＮＧＯハンガーフリーワールド

料理ワークショップ＆
カレーＰＡＴＹ！

ボラ
ンティ

ア

情報
配信
中！


