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とことん遊ぼう！四谷冒険あそびの会

c o n t e n t s

いきいきサロンってこんなとこ
ほっとサロンえのき 成年後見講座、各種講習会・セミナー他

夏の体験ボランティア

「NPO法人チキンファクトリー」（杉本浩一

代表理事）主催の読み聞かせ会が恵比寿の八重

洲ブックセンターで行われました。この会は5年

前から毎月1回、幼児・小学生を対象に、マジッ

クショーを織り込みながらの活動を続けていま

す。この日は「時々、子どもたちに問いかける

ことも忘れないで」という杉本さんのアドバイ

スのもと、2名のボランティアさんが『きんぎょ

が にげた』などの絵本を読み聞かせ、「初め

てで緊張したけど、読むほうも楽しかった」と、

感想を語りました。

新宿区中央図書館で行われた読み聞かせ会（お

はなし会）には、2名の高校生ボランティアさん

が参加。おはなし会は、ボランティア団体「中央

図書館読み聞かせ会」が31年間担当しています。

「チリンチリン」始まりのベルを鳴らし、紙芝居

が始まると、子どもたちは静かに話に聞き入って

いました。終了後、ボランティアさんに会のメン

バーから「子どもの目線で語りかけるともっと良

くなる」というアドバイスがあり、2人は「アド

バイスを活かし、幼いころ感じた読み聞かせの楽

しさを伝えたい」と語ってくれました。

NPO法人
チキンファクトリー

８月８日（土）

おはなし会
新宿区中央図書館

８月９日（日）

今回２つの読み聞かせ会を取材させていただきました。

参加したお父さん、お母さんにも話を聞いたところ、

「読み聞かせ会は子どもだけでなく親にとってもありが

たい」とのこと。子どもに夢

を見せたい方、子どもと一緒

に夢を見たい方、一度読み聞

かせのボランティアを体験し

てみてはいかがでしょうか？

取材を終えて ボランティア記者：森正樹

写真：ボランティアの皆さんと
左上が森さん

読み聞かせの活動を
ボランティア記者が取材！

※両団体に関するお問合せはボランティアセンターまで。



お待ちかねのお昼はなんと夏のお楽しみ企画で、

流しそうめん☆そうめんを多く食べようとみんなで

競争しながら、楽しくおいしくいただきました。ち

なみに１０月はお好み焼き

を予定。お好きなトッピン

グとお皿を持ってレッツゴ

ー！！ 「とことんあそぼ

う」は以下の日時で開催し

ています。初めての方も大

歓迎！小さなお友達とお母

さんの参加を待っています！
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みんなで手芸を教え合いふれあい・いきいき

サロンってこんなとこ

地域住民の方たちの居場所づくりや仲間づくりの

拠点になれば、というボランティアさんの思いから

スタートして早５年。誰もが楽しく参加できる「い

こいの場」としてすっかり榎地区に定着した「ほっ

とサロンえのき」を今回はご紹介します。

取材当日のプログラムは遊び玉づくりでした。遊

び玉は鶴のように折った折り紙を２４個繋いでつく

るのですが、その細かい作業は目や指先を使います。

元体操教授のボランティアさん指導のもと行われる

指体操で目や脳、指先をほぐしながら作業を進めて

いきます。先生のわかり

やすい指導をはじめ、参

加者同士お互いに教えあ

うことで次々に遊び玉が

完成していきました。

つづいては待ちに待っ

たお昼の時間です！当サ

ロンはボランティアさん

による手づくりの昼食が

地域の方を中心に昼食会・手芸・簡単クラフト・機
能訓練を兼ねた運動等を行っております。
ボランティアさんによる昼食は絶品です☆☆☆
【日 時】毎月第２日曜日

午前１０時～午後２時
【場 所】榎町地域センター
【費 用】５００円（昼食代）

Ｉｎｆｏ............ほっとサロンえのき

ほっとサロンえのき

おいしいとたいへん評判なのです。お手製の「本

日のお品書き」が配られ、まさに和食屋の雰囲気そ

のもの。鶏肉のオレンジ煮、豆腐とアボガドのサラ

ダなどなど…色とりどりの盛り付けが食欲をそそり
ます。気がつけばほとんどの参加者が完食されてい

ました。

地域の方と交流しつつおいしいご飯に舌鼓―みな

さんも一度参加してみてはいかがでしょうか？

久しぶりに真夏らしい暑さに恵まれた金曜日、四

谷冒険あそびの会が主催する「とことん遊ぼう」が

行われ、若葉公園には元気な子どもや大人が集まっ

ていました。毎月第３金曜日は、外で親子楽しくお

昼を食べる「ぷちとこ企画」。

水遊びをしたり、ロープにぶら下がってお猿さん

になったり、せみのぬけがらを集めたりと、子ども

たちが夏の外あそびを思い思いに楽しんでいました。

「とことん遊ぼう！」 四谷冒険あそびの会
８月２１日（金）

プレーパーク
に行ってみよう！

■南元町公園：第１・２金曜 １２時～午後５時
■若葉公園 ：第３・４・５金曜 １２時～午後５時
※ぷちとこ企画は第３金曜午前１１時～午後１時
【問合せ】０９０－７２４１－９３５９ 松島

Ｉｎｆｏ............四谷冒険あそびの会



【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
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リハビリのお手伝い
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

高齢者入居施設で生活する姉のために毎週洗濯に

通っている妹の方(70代)からの募集です。妹の介護

負担を軽減するため、同施設内にあるコインランド

リーの全自動洗濯機での洗濯を代行してくださる方

を募集します。

【日 時】週１回ペース、２時間程度

ご都合の良い日時に合わせます。

【内 容】コインランドリーでの洗濯（洗濯機を回

し、たたみ、収納する作業）

【場 所】高齢者入居施設内（四谷地区）

【募 集】できれば女性

洗濯のお手伝い
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？
【日 時】日程はご都合に合わせて調整します

午後４時～６時頃
【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）

夕食づくりのお手伝い
３

市谷加賀町にお住まいの１３歳の女の子です。病

気の後遺症により現在寝たきりの状態ですが、回復

に向けて毎日訓練に励んでおります。訓練の内容は

ドーマン法と呼ばれるもので、手足の曲げ伸ばしを

繰り返したり筋肉の緊張をほぐしたりするもので、

そのお手伝いをしてくださる方を大募集しておりま

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

都合の良い時間帯のみでも構いません

①午前９時～１０時

②午後２時～３時

③午後４時３０分～５時３０分

※各２名

【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】男女問わず



uvol nteer ４

高齢者施設

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
７

リアンレーヴ高田馬場は楽しく毎日を過ごし、ま

すますお元気になっていただくことをコンセプトに

サービスを提供している介護付有料老人ホームです。

恒例のお誕生日会で、利用者さんに楽しんでいただ

けるよう一芸をご披露してくださる方を募集します。

利用者のみなさんが楽しみにしているお誕生日会を

一緒に盛り上げてくださいませんか？

【日 時】１０月７日（水）

午後２時～３時

【場 所】リアンレーヴ高田馬場（JR「高田馬

場」より徒歩７分、西武線「下落合」

より徒歩８分）

【内 容】大道芸、演奏などの一芸披露

【募 集】男女、個人、グループ問わず

お誕生日会 一芸披露
８

せらび新宿で飼っている柴犬の散歩をしてくださ
る方を募集しています。散歩時間が短くなってしま
い、夜鳴きをして困っています。犬が好きな方、ぜ
ひお気軽にご連絡ください。

【日 時】都合のよい日中で３０分程度 ※要相談
【内 容】柴犬（ケンちゃん）の散歩
【募 集】男女問わず
【場 所】せらび新宿（北新宿４丁目）付近

（ＪＲ「高田馬場」徒歩２０分「東中
野」徒歩１０分）

犬のお散歩
９

５０代視覚障害者の女性。レガス新宿主催レガス

ポプログラムの「アクアビクス＋ウォーキング」に

参加していますが、視覚障害のためプール内におけ

る安全確保及びインストラクターの指示確認の支援

を宜しくお願いします。どなたか一緒にプールに入

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

（新宿区大久保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
６

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。入居者の方と楽しくお話

しながら、整髪のお手伝いをしてみませんか？

【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】特別養護老人ホームあかね苑（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

整髪のお手伝い
１０



uvol nteer ５

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（都営大江戸線

「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
１４

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

（副都心・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
１２

障害者施設

NPO法人のぞみ会は、変形性股関節症の方々に

よる当事者の会です。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
１３

より処ぬくみ・くるみは認知症の高齢者の方が共

同生活をしているグループホームです。入居者の方

の生活をより豊かにするために、食事作り・お買い

物のお手伝いをして下さる方を募集します。

【日 時】昼食：午前１０時～午後１時頃

夕食：午後４時～６時頃

いずれかのみでもOK。曜日は随時

【内 容】食材の買出し・調理

【場 所】より処 ぬくみ・くるみ（ＪＲ・東西

線・西武新宿線「高田馬場」徒歩5分）

【その他】エプロン・上履きをご持参ください

調理のお手伝い
１１

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（わらべ歌・手遊

び等）簡単な工作・縫い物など

【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】汚れてもよい格好で来てください

交通費支給

１５



切手整理

【日 時】１０月７日（水）、２１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

６

切手整理・エプロンづくり
２０

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
１９

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】１０月１４日（水）

午後１時～3時
【場 所】戸塚特別出張所地下会議室（予定）

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

【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

１８

「ふれあい動物園」運営補助

「ふれあい動物園」は、中井児童館恒例の地域交

流行事です。乳幼児から高齢者まで、来場される多

くの方々が安全に楽しめるようにお手伝いをして下

さる方を募集いたします。一緒に活動しませんか？

【日 時】１０月２１日（水） 午後１時～５時

【内 容】運営補助

【場 所】落合公園：新宿区中井１－１４

（西武新宿線・大江戸線「中井」東西線

「落合」徒歩８分）

【募 集】男女問わず

【その他】動きやすい服（スカート不可）

※動物アレルギーの方はご遠慮ください

雨天時は１０月２３日（金）に延期

１６

お祭りのお手伝い
１７

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】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

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
上を残して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



【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

７

【ぞうり作り】９月３０日（水）

【ビーズの会】１０月１６日（金）

【切手整理】 １０月９日（金）

【小布の会】 お問合せください

■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

【囲碁の会】 ９月２９日（火）、１０月６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

牛込地区ボランティア連絡会開催のお知らせ

【日 時】９月２９日（火）

午後１時３０分～３時３０分

【場 所】牛込箪笥町地域センター ４階バラＢ

【内 容】落語：柳家三之助師匠（午後１時３０分）

情報交換会

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

コーナー移設レポート！
８月２４日（月）～２８日（金）

先月号でお知らせしたとおり、衆議院議員総選挙

の期日前投票所設置に伴い、一週間だけ大久保地域

センターの談話室をお借りして業務を行いました！

移設期間中には、地域の清掃活動に参加されてい

る韓国人留学生のボランティアさんが、手作りのア

ルバムを持ってコーナーに来所！素晴らしい出来栄

えに驚きつつ、富士山登頂のお話しをたっぷりと聞

かせていただきました！

戸塚
大久保

リュウ・セヒョンさん

今回は「多文化共生」をテーマに“外国人とともに

住むまちづくり”について、ボランティアの視点で

考えてみたいと思います。ボランティア活動中の方

や興味のある方など、お気軽にご参加ください！

【日 時】９月３０日（水）午後２時～４時３０分

【場 所】大久保地域センター 会議室Ａ

【内 容】 外国人支援団体による活動紹介など

参加者による情報交換と交流会

【申込み】９月２５日（金）までに下記までお問合

せください。

大久保地区ボランティア連絡会開催のお知らせ



８

【切手整理】 １０月１４日（水）

【落合手作りの会】９月２８日（月）

10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

“好きな音楽をボランティアに活かしたい”そんな

想いを実現された４名の方をご紹介します。

大好きな音楽でボランティア

uvol nteer

有料老人ホームリアンレーブ高田馬場では、８月

２６日に山田晴菜さん（ピアノ）によるミニ演奏会

が催されました。クラッシックの親しみやすい曲が

心地よく響きました。「娘の演奏を思い出しまし

た・・」との声も。

自分らしいボランティア・・・応援します！
お誕生会音楽ボランティア inかしわ苑

「誕生会を音楽で盛り上げたい」とのご要望に、上

原知子さん（ピアノ）、足立美知子さん（ウクレ

レ）、栗原明美さん（木琴）が応えて下さいました。

当日は「ふるさと」など数曲をピアノに合わせて合

唱。「普段は歌わない方も今日は歌っていたわ」と

喜ばれました。

ピアノ演奏ボランティア inリアンレーヴ

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

四谷ボランティア・地域活動
サポートコーナー

【はがき絵】１０月２６日（月）

【小物作り】９月２９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

台風一過の朝、区役所前に集まり、小学校PTA

連合会メンバーが一斉パトロールのスタートセレモ

ニーを行いました。各校PTAでは、子どもたちの

安全を地域ぐるみで守るため、日頃から防犯活動に

取組んでいます。セレモニー後、四谷地区からの参

第５回小Ｐ連一斉パトロールを取材 ９月１日（火）

加者はそのままパトロールに向かいました。

四谷地区では「四谷子ども見守り隊」が登校時間

にあいさつ運動と見守り活動を行っています。地域

活動として参加してみてはいかがでしょうか？
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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

■１０月１６日（金）午後３時～４時３０分

場所：戸塚特別出張所 ２階

※１１月以降も月１回程度開催を予定しています。

講習会

打ち水大作戦２００９
新宿企業ボランティア連絡会 ８月６日（木）

「せーの！」京王プラザホテル北側４号街路沿い

の歩道にて、目白大学学生ボランティアの司会の合

図とともに、今年で４回目を迎える新宿企業ボラン

ティア連絡会・打水大作戦がはじまりました。企業

や町会のお揃いのハッピや帽子、浴衣を身にまとっ

た参加者、また障がい者グループホーム「ひまわり

ホーム」の皆さん、さらに阿波踊りのつつじ連やエ

コレンジャーも駆けつけ総勢約１５０名が一斉に水

を撒きました。

当日の天気は曇り空で今にも雨が降り出しそうな

怪しい雲行きでしたが、企業の方々をはじめ、参加

者のみなさんの思いが通じたのか無事に決行。それ

もそのはず、この日の為に用意されたのはバケツ１

００個と柄杓１２０本！！そして、打水には災害時

用の井戸水をホースでひっぱり使用。バケツは新宿

区危機管理室より、柄杓は全龍禅寺さんより、井戸

水は京王プラザホテルさんよりすべてご厚意でお貸

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】

１０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】

１０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

しいただきました。打水の

効果によって気温は３度も

下がり大成功！地域の方々

の協力もあってイベントは

大盛況。夏の思い出になっ

たのではないでしょうか？



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

新宿区社会福祉協議会が開設している無料職業

紹介所「新宿わく☆ワーク」では、「再就職事前

セミナー」と「合同就職面接会」を開催します。

【日 時】９月３０日（水） 午後１時～３時

【内 容】清掃、管理、警備、調理補助、介護、

その他の求人企業との面接等

【会 場】戸塚特別出張所

（高田馬場１―１７―２０）

【対 象】おおむね５５歳以上の方

【申込み】面接参加希望者は９月２５日（金）

までに下記までご連絡ください。

【問合せ】新宿区社会福祉協議会

新宿わく☆ワーク

ＴＥＬ５２７３-４５１０

合同就職面接会
＆再就職事前セミナー講座・講習会

入門！成年後見制度と遺言
【日 時】９月２９日（火）

第１回：午後２時～４時

第２回：午後６時～８時

成年後見の申立手続きとポイント
【日 時】１０月６日（火）

第１回：午後２時～４時

第２回：午後６時～８時

※各講座とも第１回と第２回は同じ内容です。

【会 場】戸塚特別出張所地下集会室

【講 師】（社）成年後見センター リーガルサ

ポート東京支部会員（司法書士）

【対 象】新宿区在住･在勤･在学の方

【参加費】無料

【申込み】氏名･年齢･住所･電話番号を付して下記

までお申込みください。（※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

住所：新宿区高田馬場１－１７－２０

ＴＥＬ５２７３-４５２２

ＦＡＸ５２７３-３０８２

e-mail:shinjuku-skc@ktb.biglobe.ne.jp

成年後見講座 01

当センターでは、親族後見人や市民後見人同士
の情報交換、後見活動の学習の機会として「交流
会」を企画しています。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

親族成年後見等交流会に
参加しませんか？

後見活動応援宣言

東京ヘレン・ケラー協会の養成研修修了者を対象

としたフォローアップ研修です。技術の見直しをさ

れたい方など、様々なご要望に応える研修内容です。

【日 時】１１月８日（日）

午前１０時～午後４時（雨天決行）

【内 容】基本動作の復習、ほか実技実践

【講 師】村上 琢磨氏

ＮＰＯ視覚障がい者支援しろがめ代表

【対 象】視覚障害者ガイドヘルパー研修修了者

【費 用】７,０００円

【場 所】東京ヘレン・ケラー協会３階ホール

【申込み】１０月７日（水）までに下記までお電話

ください

東京ヘレン・ケラー協会

ＴＥＬ３２００-０５２５

03フォローアップ研修
視覚障害者ガイドヘルパー
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05戸塚発！
これからの地域福祉のあり方

地域福祉のプラットフォーム構築に向けた戸塚地

区協議会の取組みと、地域福祉の将来像についてシ

ンポジウムを行います。ご関心のある方はどうぞお

気軽にご参加ください。

【日 時】10月17日（土）

午後1時～４時１５分

【場 所】新宿けやき園（百人町４－５－１）

【内 容】■基調講演

三本松政之 氏

立教大学コミュニティ福祉学部教授

04地域のお茶の間で異世代交流
新宿区子どもショートステイ
協力家庭啓発講座

【日 時】１０月１４日（水）

午前１０時～午後０時３０分

【内 容】■新宿区の子育て支援活動の制度説明

■体験発表

①子どもショートステイ、ファミリー

サポート提供会員体験発表

②落合三世代交流サロン活動発表

■講演「顔と顔が見えるつながりを地域

につくる」

講師：鈴木 訪子氏

荒川区社会福祉協議会

ボランティアセンター総括係長

【対 象】新宿区で子育て中の方、子育て支援に

関心のある方など

【会 場】落合三世代交流サロン（西落合児童館）

住所：新宿区西落合１－３１－２４

【費 用】無料

【申込み】１０月１３日（火）までに下記までお申

し込みください。

【問合せ】地域子育て支援センター二葉

ＴＥＬ５３６３-２１７０

子どもの健全な成長にかかせない親子の愛着の絆。

安定した愛着関係は、親が子どもに与えることので

きるプレゼントです。今回は虐待問題、愛着障害の

治療に造詣の深いヘネシー先生をお迎えします。

【日 時】１１月２７日（金）

午後１時３０分～４時３０分

【講 師】ヘネシー澄子氏

東京福祉大学名誉教授

社会福祉学博士

【場 所】東京ウィメンズプラザ ホール

【参加費】無料

【定 員】２００名

【申込み】こころスペース奏

ＴＥＬ３３５２-２２１３

e-mail：kanade@rc4.so-net.ne.jp

※託児あります（要予約）

先着12名 料金５００円 6ヶ月～未就学児

06こころサポートセミナー

愛着の絆
～わが子にあげたい一生の鍵～

託児補助 ご協力のお願い

子育て中の親御さんが参加しやすい環境を整えた

いと考えています。講演会中、託児のお手伝いをし

ていただける方を募集しています。ご協力お願い致

します。詳細は上記までお問合せください。

■パネリスト
小西伸彦 氏
東京山の手まごころサービス代表

白子君代 氏
子どもが集まる駄菓子屋さん

時任基清 氏

日本盲人連合副会長

■コーディネーター

山本重幸 氏 NGO「共住懇」代表

【費 用】無料

【定 員】７０名（先着順）

【主 催】戸塚地区協議会 福祉・生活分科会

【申込み】戸塚特別出張所

ＴＥＬ３２０９-８５５１
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イベント

しんじゅく
アジアの祭り２００９

07

アジア各地の芸能や食文化などを通じて、多文

化共生社会への関心と地域の防災意識を高めます。

綱引きや防災クイズ、起震車の体験等、災害から

身を守ることを楽しく学ぶことができます。

【日 時】１０月２４日（土）

【会 場】戸山公園 やくどうの広場

【主 催】ＮＧＯ共住懇

【共 催】新宿区

【後 援】新宿区社会福祉協議会、

「平成21年度 東京都在住外国人支援

事業」助成事業、ほか

【募 集】当日のボランティアスタッフの募集を

行なっています。ご協力ください。

【問合せ】アジアの祭 事務局：関根・山本

ＴＥＬ３２０５-７８７１

E-mail kyojukon@ngy.3web.ne.jp

新宿西戸山

物産イベント
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百人町の都営戸山団地での物産イベントを開催

します。韓国やモンゴルなど、各国の物産を販売。

ウズベキスタンの民族舞踊など、様々な催しで皆

さんの参加をお待ちしています。

【日 時】１０月１１日（日） 午前１０時～

【会 場】百人町４丁目第３アパート

（戸山団地１２、１３号棟中庭ほか）

【問合せ】ＮＰＯ法人人と人をつなぐ会

ＴＥＬ５３３０-３９７５

スタッフ募集

福祉ショップ「スイング」各店舗でスタッフとし

て働く障害をお持ちの方々のサポートをしていただ

ける方を募集します。

【日 時】■スイング１号店：月～日曜日、祝日

午前１０時～午後６時

（午前担当は午後２時まで、

午後担当は午後２時から６時まで）

■スイング２号店：月曜～金曜日

午前１０時～午後５時

（午前担当は午後１時３０分まで、

午後担当は午後５時まで）

【内 容】ショップ内の販売や商品整理の補助業務

【人 員】３名程度

【場 所】スイング１号店：大久保３－１－２

スイング２号店：内藤町８７

【謝 礼】午前・午後各２,０００円／日

【申込み】下記までお電話ください。

【問合せ】新宿区勤労者・仕事支援センター

ＴＥＬ３３５８-９４１３

09ジョブコーチ募集
福祉ショップ「スイング」

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

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

ロデオマシーン


