
戸塚・大久保地区

社会福祉協議会（社協）とは･･･

社会福祉法に基づき、地域福祉の向上を目的に区市町村･都道府県･全国に設置されている民間非営利団体です。

住民や地域団体･企業等様々なジャンルの方々と手を携え 『 誰もが安心して暮らしてゆけるまち 』 を目指して、

会費や寄付金等を財源に社会福祉に関する事業を進めており、2010年６月に創設５７周年を迎えました。
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柏木・角筈地区

七夕の集い ７月３日（土）

地区情報

四谷ひろばで開館2周年記念イベントが行なわれました。福祉

施設や団体が催す展示、体験コーナー、販売ブースをめぐるスタ

ンプラリーには、皆大盛り上がりでした。

落合三世代交流サロンで行われた「七夕の集い」は、一味違い

ました。２階ベランダでは「ジャガイモ堀り」で、なんと２００

個をゲット！プレイルームでは「七夕紙芝居」や「指人形劇」の

上演と、親子５０名がそれぞれのイベントを楽しみました。

収穫したジャガイモは、次回７月３１日（土）夏祭りでカレー

の天の川に投入され、皆でおいしく食する予定です。

四谷・若松町地区落合第一・落合第二地区

新宿住友ビル「漁場問屋 魚市」さんのご好意で、ご近所にあ

る重度身体障害者グループホーム「ひまわりホーム」の利用者さ

んと職員さんを招いた昼食会が開かれました。地域のために何か

できることをしたい、という魚市さんの思いから実現し、当日は

魚市さんの得意とする料理を介して交流を図りました。

「魚市」での昼食会 ６月５日（土）紹介

紹介四谷ひろばフェス2010 ６月２０日（日）

紹介「サロンDE かたくり」 NEW OPEN
戸塚地区のいきいきサロン「サロンDEかたくり」が新装開店

し、参加しやすくなりました。内容は様々で、７月６日は区の

「おたっしゃ出前講座」に来てもらいました。お近くにお住まい

の方は、お気軽にご参加ください。

【日時】毎月第１火曜日 １３：００～１５：００

【場所】西早稲田リサイクルセンター 会議室

※見学大歓迎（参加登録の時のみ１００円いただきます）

紹介

また、落合三世代交

流サロンでは、毎月２

回（第１土曜日と第３

火曜日）に、「新宿社

協なんでも相談窓口」

を開設しています。是

非ご利用下さい。

四谷ひろばは地域の力で

子どもの遊びの場、学生の

活躍の場、大人の趣味の場、

高齢者の体操の場･･･と地域

の方々の身近な活動の拠点

になっています。



個人

１

６

４

マラソン伴走の付き添い（北新宿）

視覚に障害のある３０代男性

要件：男女問わず・複数可・ペースは散歩程度でも可

高齢者施設

ボランティア募集情報
個人からの相談では、最初の顔合わせの際に社協職員

が同行します。お気軽にお問合せください。

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１募集情報に関する問合せ

２

８

お話し相手、レクリエーション補助（北山伏）

認知症対応デイサービスでのお手伝い

要件：男女問わず 施設：あかねデイホーム

９
絵手紙を作るお手伝い（中落合）

精神障害者の通所施設での活動

要件：男女問わず 施設：工房『風』

障がい者施設

夏休み期間中の子供達のサポート（三栄町）

知的障害者の学童保育

要件：男女問わず 施設：新宿あした会 まいぺーす

１０３

買い物・お散歩の付き添い（大久保）

支え歩きが必要な８０代の女性

要件：女性・１５分～３０分程度

児童関連施設

お散歩付き添い・遊び相手（北新宿）

緑豊かな鎧神社近くでの活動

要件：女性 施設：よろい保育園

未就園児の保育補助（四谷）

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り
要件：女性・謝礼あり 施設：地域子育て支援センター二葉

乳幼児の見守り・遊び相手（箪笥町）

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り

要件：女性 場所：牛込箪笥地域センター

１２

１３

１４

お買い物の代行（霞ヶ丘）

病気を患い外出が困難な２０代女性

要件：女性・中野駅へのお買い物

編み物・手芸・小物作りのお手伝い（中落合）

精神障害者の通所施設での活動

要件：男女問わず 施設：工房『風』

リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

病気の後遺症により寝たきりの１３歳の女の子

音楽が大好きな女の子です 要件：女性

５
通院の付き添い（弁天町）

一人暮らしの９０歳代女性

お話が好きな女性です 要件：女性

７
お話し相手、見守り（原町）

認知症の方々に寄り添った見守り
要件:男女問わず 施設:原町高齢者在宅サービスセンター

７月２８日 イベントのお手伝い（戸塚）

音楽療法と精神障害に関する活動

要件：男女問わず 団体：ＮＰＯ法人 そしおん

１１



その他

１７
お部屋のお掃除・備品チェック（大京町）

自宅を離れて治療を受ける子どもの親御さん向け宿泊施設

要件：男女問わず 団体：ＮＰＯ法人 ファミリーハウス

社会復帰を目指す女性達のお手伝い

パソコンやミシンを使用する活動

要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

１９

エプロン作り・切手の整理（高田馬場）

地域の方々とふれあいながら行う作業

要件：男女問わず 団体：新宿区社会福祉協議会

社会福祉協議会の各ボランティア・地域活動サポート

コーナーでも小物作り等のボランティアを募集してます。

詳細は次ページ下の各コーナーへお問合わせください。

２０

日本語を教えるお手伝い

外国籍の中学生と交流しながら行う活動

要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

学童クラブのお手伝い（薬王寺）

元気いっぱいな子供たちと一緒に行う活動
要件：男女問わず 施設：フロンティアキッズクラブ薬王寺

１５

8月5日･19日 こどもひろばのお手伝い（百人町）

遊び相手・学習補助など
要件：男女問わず 場所：戸山団地

１６

１８

情報掲示板

活動助成
社会福祉協議会より

♪会員募集中♪ 誰もが安心して暮らせるまちづくりのため

に、ぜひ会員としてご参加ください。

【年会費】 普通会員：１口 ５００円以上

特別会員：１口 ２，０００円以上

団体会員：団体の規模に応じた任意の額

【内 容】高齢者が活動する市民団体、又は高齢者を対象と

する市民活動を行なう団体の事業

【期 限】２０１０年７月末日

【問合せ】財団法人 ユニベール財団 事務局

ＴＥＬ ３３５０－９００２

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。

イベント・講座

【日 時】第１回 ７月２４日（土） 第２回 ７月２７日（火）
両日とも １３：３０～１５：００

※内容は同じです。会場が異なりますので、ご注意下さい。
【会 場】第１回 新宿区社会福祉協議会 地下会議室Ａ

第２回 大久保地域センター ３階 会議室Ａ
【講 師】成年後見センター･リーガルサポート東京支部会員
【対 象】新宿区在住･在勤･在学の方
【定 員】各４０名
【参加費】無料
【申込み】新宿区社会福祉協議会 新宿区成年後見センター

〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０
ＴＥＬ ５２７３－４５２２ ・ ＦＡＸ ５２７３－３０８２
Ｅメール skc@shinjuku-shakyo.jp

※ＦＡＸ･Ｅメール･郵送･電話のいずれかの方法で、氏名･年齢・住所･電
話番号を明記の上、下記までお申込みください。定員を超えた場合は
先着順とさせていただきます。

NPO法人そしおんでは、音楽療法を通して障害のある人もない人も、
ともに地域でつながり、今よりも少し健康に、少し生きやすくなる活動
を目指しています。強制はされないが孤独を感じずに音楽をする場所、
それが「Afternoon Music Therapy Space」です。音楽を通して一緒に
楽しみましょう！
【日 時】７月２８日（水）１７：００～１８：００
【会 場】戸塚地域センター 集会室１
【対 象】・精神障害者とその家族

・新宿区に在住で、音楽や精神障害に興味のある
ボランティアの方。

【定 員】２０名
【参加費】無料
【申込み・問合せ】ＮＰＯ法人 そしおん

ＴＥＬ ０７０－６６５３－８８５３
Ｅメール akiyo-８８＠ck９.so-net.ne.jp

音楽と集う♪
~Afternoon Music Therapy Space~

２成年後見入門講座
～知って安心！はじめての成年後見制度～

１

財団法人ユニベール財団
市民活動助成



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

募 集
ボランティア活動体験ができる
「いつでも体験ボランティア」

o
新宿ボランティア
市民活動センター

TEL.5273-9191 / 3541 FAX.5273-3082

専用ＱＲコード

本紙には掲載

されない情報を

携帯電話へ

随時配信中！

ファミリー・サポート・センター TEL.5273-3545

落合第一
落合第二TEL.FAX:5996-9363 担当：斉藤

落合ボランティア・地域活動サポートコーナー

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

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

柏木
角筈

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー

戸塚
大久保

大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー

TEL.FAX:3260-9001 担当：寺澤

TEL.FAX:3209-8851 担当：風見

TEL.FAX:3359-9363 担当：高木

TEL.FAX:3363-3723 担当：落合

１

区内高齢者施設でのボランティア活動に応じてポイントが貯まりま

す。貯まったポイントは年末に換金することができます。

【対 象】６５歳以上の区民の方

【講習会】７月２９日（木）１４:３０～１６:００

【場 所】信濃町シニア活動館

【定 員】３５名

【問合せ】新宿区社会福祉協議会 ＴＥＬ ５２７３－９１９１

介護支援ボランティア・ポイント事業
講習会参加者募集

絵本を届ける運動のボランティア募集
～世界の子どもたちと絵本の出会い～

mail. shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
URL. http://www.shinjuku-shakyo.jp

※７月よりホームページがリニューアルされました。地区情報等を掲載しております。

シャンティ国際ボランティア会では、日本語で出版されている絵本
にカンボジアやラオス語の訳文を貼りつけ、現地の子どもたちへ届け
ています。貼り付けが終わった絵本の点検や修正作業などを通じて
「世界の子どもたちと絵本の出会い」を一緒に支えてくださる方を募
集しています。
【日 時】月曜～金曜 １０：３０～１７：００ ４時間程度
【場 所】シャンティ国際ボランティア会 （SVA） 東京事務所
【条 件】絵本が好きな方、子どもの支援に興味のある方、力

仕事の得意な方、細かい作業の得意な方 等。
【申込み】社団法人 シャンティ国際ボランティア会 （SVA）

〒１６０－００１５ 新宿区大京町３１ 慈母会館２Ｆ
ＴＥＬ ６４５７－４５８５ ・ ＦＡＸ ５３６０－１２２０
Ｅメール ehon@sva.or.jp

（タイトルに「絵本ボランティア」とご記入ください）

毎年夏限定で実施していた「夏の体験ボランティア」改め、通年いつ
でも体験できる「いつでも体験ボランティア」を７月２０日(火)から受け付
けます。希望する方はまずは一度お電話下さい。
【手 順 】①ボランティアセンターへ電話する

②毎週火曜日のボランティア相談日にボランティア
センターへ行き、相談、説明を受ける

③紹介
④受け入れオリエンテーション
⑤活動開始
⑥活動終了、アンケート提出

【問合せ】新宿区社会福祉協議会 ＴＥＬ ５２７３－９１９１

２

４

〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０

開所日時 ： 月曜～金曜日 ８時３０分～１７時１５分

※７月より土曜日開庁 時間上記の通り

※火曜日は１９時まで （ボランティア市民活動センターのみ）

（財）東京カリタスの家・子ども相談室
夏合宿のボランティア募集
ハイキングや野外炊飯等、子どもたちと一緒に楽しみませんか？子ど

もたちが人と関わる体験を沢山できるように、多くの方のご参加をお待

ちしています。

【日 時】７月３０日（金）～８月２日（月） ３泊４日

【場 所】国立信州高遠青少年自然の家

【費 用】無料

※事前ミーティング「ふれあいの集い」への参加が必須です。

７月２５日（日） １０：００～１７：００

東京カリタスの家 センターホール

【問合せ】東京カリタスの家 子ども相談室 ＴＥＬ３９４３－１７２６

３

使用済み切手 ご寄付ください

６

５
憩いのスペース「縁台」設置場所募集

地域の方がちょっと腰を下ろして交流できる「縁台」の設置をお願

いしています。ご自宅や店舗など、路上に面したスペースのご提供が

可能でしたら、一度ご相談させてください。

【設 置 場 所】西早稲田地区周辺

【縁台大きさ】３０ｃｍ×１００ｃｍ

【問合せ】新宿区社会福祉協議会 滝上 ・ 中山

ＴＥＬ ５２７３－９１９１

消印が押され用済みになった切手が、海外医療協力などのために

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。

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。

【送り先】〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０

【問合せ】新宿区社会福祉協議会 ＴＥＬ ５２７３－９１９１


