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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。

地区情報
落合第一・落合第二地区

四谷・若松町地区

紹介 大盛況!! 上落合サロン「書道展」

報告 東戸山小学校にて｢避難所防災訓練｣実施!!

今年4月にオープンした上落合サロンでは、毎月2
回の書道教室を中心にサロンが開催されています。書道
教室は1日を午前と午後に分けて実施するほどの大盛況。
そしてこの度、その成果を近隣の皆さんにも見ていただ
きたい、とのことで書道展が開催されることになりまし
た。ぜひ、皆さん足を運んでみてください。

９月１９日（日）東戸山小学校避難所防災訓練に参加し
ました。社協では実際の災害時、日頃の地域福祉活動を生
かし、新宿区と連携して「総合（災害）ボランティアセン
ター」を設置します。
今回の訓練では、災害時に起こりうるボランティアニー
ズを想定して防災無線等を利用し、避難所との情報のやり
とりをしました。今後もより一層、地域とのつながりや災
害時の備えへの支援を強化していきたいと考えております。

【日時】
10月22日（金）
～24日（日）
10:00～16:00
【場所】
上落合東部町会集会所

紹介 ふれあい広場「サロン・ド・古賀」
下落合のふれあい広場「サロン・ド・古賀」の近況を
お知らせします。活動内容は麻雀、囲碁、将棋などで、
皆さん卓を囲みながら賑やかに過ごしています。
実はサロンの場所は主催者である古賀さん宅の2階で、
自宅開放型の文字どおりアットホームなサロンです。古
賀さんは「2階の床が抜けないか心配」と笑顔をつくりな
がら、「今後は高齢者の皆さんにも楽しんでもらえるパ
ソコンを使ったふれあいの場にもしていきたい」と夢を
膨らませています。ご近所の方はぜひ一度覗いてみてく
ださい。
【活動日時】第３金曜日 10:00～17:00

柏木・角筈地区
紹介 敬老会に参加「うたごえハーモニー」
北新宿高齢者在宅サービスセンターにて、9月２１日
(火)～２２日(水)の２日間、敬老会が開催されました。そ
のプログラムの中の１つに、社協からの紹介で「新宿うた
ごえハーモニー」の方々がご参加下さりハーモニカの演奏
をされました。
演奏曲は「赤とんぼ」から始まり、「夕焼け小焼け」
や「どんぐりころこ
ろ」等。演奏終了後、
演奏者の方々からも
「演奏したこちらが
元気になりました」
との声が挙がってい
ました。相互が元気
になる楽しい時間を
共有できた会でした。

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。

募集情報に関する問合せ

個人

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

高齢者施設
お買い物の代行（霞ヶ丘）

１

病気を患い外出が困難な２０代女性

要件：男女問わず

２

施設：あかねデイホーム

シーツ交換のお手伝い（原町）

１０

アットホームな特別養護老人ホームでの活動

視覚に障害のある３０代男性

要件：男女問わず・毎週火曜日

要件：男女問わず・複数可

自宅での見守り、話し相手（大久保）

９

認知症対応デイサービスでのお手伝い

要件：女性・中野駅へのお買い物

マラソンの伴走（代々木・北新宿）

話し相手、レクリエーション補助（北山伏）

３

施設：原町ホーム

障がい者施設

１人暮らしの７０代女性
１１

要件：男女問わず・曜日、時間応相談

自宅での見守り、話し相手（大京町）

１１月１３日

４

ぽれぽれ祭りのお手伝い（弁天町）

知的障害の方が通う施設での活動
要件：男女問わず

施設：新宿区立新宿生活実習所

１人暮らしの８０代女性
要件：女性・夕方の活動・曜日応相談

月１～２回の話し相手（市谷田町）

１１月６日・７日

５

１２

お祭りのお手伝い（三栄町）

知的障害の方が通う施設での活動
要件：男女問わず

施設：新宿あした会まいぺーす

病気を患い外出が困難な７０代女性

１３

要件：女性

月１～２回の話し相手（百人町）

１１月２８日

６

チャリティバザーでのお手伝い

知的障害児・者の見守り、販売補助
要件：男女問わず

施設：区立障害者福祉センター

寝たきりの７０代男性

児童関連施設

要件：男女問わず・曜日、時間応相談

通院の際の車イス操作（大京町）

７

乳幼児の託児のお手伝い（信濃町）

１４

怪我で歩行が困難な５０代女性

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り

要件：男女問わず・曜日、時間応相談

要件：女性 施設：信濃町子ども家庭支援センター

通所の際の車イス操作（新宿）

８

乳幼児の託児のお手伝い（信濃町）

１５

病気を患い歩行が困難な７０代女性

お子さんと遊んだり、食事のサポート

要件：男性・毎週金曜日の午前中

要件：男女問わず 施設：地域子育て支援センター 二葉

１８

その他
１６

１０月２６日 イベントのお手伝い（戸塚）
精神障害者に対する音楽療法のイベントでの受付・準備
要件：男女問わず 団体：ＮＰＯ法人そしおん

お部屋の掃除、備品チェック（大京町）

募集

自宅を離れて治療を受ける子供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サポート

１７

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

未使用の大人用おむつを回収しています。回収された
おむつは、個人や区内の各施設へお渡ししています。開
封済みでもかまいません。ご協力よろしくお願いします。
【送付先】新宿区社会福祉協議会 法人経営課
新宿区高田馬場１－１７－２０
【問合せ】℡：５２７３－２９４１

情報掲示板

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
遊べる！作れる！おもちゃフォーラム

ＷＡＶＯＣシンポジウム
～社会貢献で大学生は育つのか？ ＶＯＬ．３～

１

全国から遊びの達人がやってきて、合計５０のブースに
自慢の屋台を作ります。手作りのワークショップや販売、
展示など、遊び心あふれる縁日が盛りだくさん。その他、
さまざまな企画が開催されます。
【日時】１１月６日(土)・７日(日) 10:00～16:00
【場所】東京おもちゃ美術館（四谷ひろば内）
【問合せ】東京おもちゃ美術館 ℡：５３６７-９６０１

チャイルドライン「夢メッセージ展」 ２
チャイルドラインは１８歳までの子どものための電話相
談です。今年もタレント・歌手・俳優・スポーツ選手など、
各界で活躍されている方々から子どもたちへ心温まる絵馬
（メッセージ）をいただきました。子どもたちがこのメッ
セージを見て元気になってくれるよう「夢メッセージ展」
が開催されます。
【日時】１１月１３日(土)・１４日(日) 10:00～16:00
【場所】東京おもちゃ美術館（四谷ひろば内）
【問合せ】NPO法人 チャイルドライン支援センター
℡：５３１２-１８８６

成年後見講座
～任意後見と法定後見、遺言（相続）～

４

３

【日時】①11月16日（火） ②12月 9日（木）
※各14:00～16:00 どちらも同じ内容です
【場所】 ①四谷地域センター （新宿区内藤町87）
②榎町地域センター （新宿区早稲田町85）
【対象】新宿区在住･在勤･在学の方 【参加費】無料
【問合せ・申込み先】
新宿区社会福祉協議会 新宿区成年後見センター
℡:５２７３-４５２２ FAX:５２７３-３０８２

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（通称：
ワボック）にてシンポジウムを開催します。
【日時】１１月１７日（水）16:00～19:00
【場所】 早稲田大学小野記念講堂 【参加費】無料
【内容】①事例発表
「私の“キャリア”選択と
それを支えるＷＡＶＯＣメソッド」
②パネルディスカッション
「“キャリア”を支援する大学の役割」
【問合せ・申込み先】
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
（ＷＡＶＯＣ） ℡：３２０３-４１９２

募集
ボランティア活動体験ができる

歌舞伎町が畑に！海に！
「いつでも体験ボランティア」

５

～歌舞伎町農山村とのふれあいキャンペーン～

全国各地で街おこしを行う団体が集まり、各地の特産品、
名産品をご紹介する地域活性化イベントです。運営等にご
協力いただけるボランティアを募集しています。
【日時】１０月３１日（日） 10:00～15:00
【場所】大久保公園イベント広場・ハイジア
【内容】Ａ：8:00～12:00 会場設営・販売の補助
Ｂ：12:00～16:00 販売の補助・撤収作業
Ｃ：8:00～16:00 上記全般
※Ｃのみお弁当あり
【問合せ・申込み先】
歌舞伎町農山村ふれあい実行委員会
歌舞伎町タウン・マネージメント
℡：３２０７-４５１６

情報掲示板

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。

スポーツの秋！「バレーボール大会」 ６
第27回東京都精神障害者スポーツ交流祭（バレーボー
ル大会）を東京体育館にて開催します。今年も円滑な大会
運営を行うべく、ボランティアを募集しております。
【日時】11月18日（木） 9:00～17:00
【場所】東京体育館 【内容】コートの設営等
【問合せ・申込み先】就労支援事業所メイ 担当：恩田
℡：３４８０-８１８７

助成金関係
９

「連合・愛のカンパ」助成金のご案内

新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活
動」に対し助成いたします。
【対象】平成21年１２月1日以降に立ち上がった、高齢
者・子供等を含めた地域ぐるみの助け合い・支えあ
い活動をしている非営利団体
７ 【締切】１１月２０日（土）
てんかん月間「２０１０中央イベント」
【問合せ・申込み】 公益財団法人 さわやか福祉財団
℡：５４７０-７７５１
「てんかん」に関する正しい知識の提供と普及を目的に、
URL：http://www.sawayakazaidan.or.jp
パネルや作品展示などを中心とした交流イベントを開催し
１０
ます。会場設営、署名活動にご協力いただけるボランティ
「子育て」公募助成金のご案内
アを募集しています。
【日時】11月7日（日）10:00～16:00
地域における子育てに関わるボランティア活動に対し助
【場所】新宿駅西口広場イベントコーナー
成いたします。
【内容】街頭署名活動の補助、会場設営など
【対象】上記のキーワードに合致する活動
【問合せ】日本てんかん協会東京支部
【締切】１1月１５日（月）
℡：３２０４-０８７４
【問合せ・申込み】キリン福祉財団事務局
℡：５５４０-３５２２
８
介護支援ボランティア・ポイント事業
URL：http://www.kirin.co.jp/foundation

参加者募集

区内高齢者施設でのボランティア活動に参加されると、
活動時間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】1１月1６日（火）14:30～16:00
【場所】新宿区社会福祉協議会 地下会議室
【問合せ・申込み先】
新宿区社会福祉協議会 ℡：５２７３-９１９１

TEL.5273-9191

この助成金は共同募金を主な財源とした制度で、地域の
皆さんの地域福祉活動を応援します。助成内容等の詳細に
ついてはお問合せください。
【対象】区内で活動する福祉団体・市民活動団体等
【申請方法】事前連絡の上、申請書類を１１月３０日
（火）までにお持ちください。
【問合せ・申込み先】
新宿区社会福祉協議会 ℡：５２７３-９１９１

FAX.5273-3082

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

新宿ボランティア
市民活動センター

o

１１

新宿区社会福祉協議会 助成団体の募集
～平成２２年度 第４回 （今年度最終）～

※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。

〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０
開所日時 ： 月曜～土曜日 ８時３０分～１７時１５分
※土曜日はボランティア市民活動相談のみ
※火曜日は１９時まで （ボランティア市民活動センターのみ）
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落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:5996-9363 担当：斉藤

落合第一
落合第二

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3359-9363 担当：高木

四谷
若松町

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3260-9001 担当：寺澤
大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3209-8851 担当：風見

箪笥町
榎町

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3363-3723 担当：落合

柏木
角筈

戸塚
大久保

ファミリー・サポート・センター TEL.5273-3545

