
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『新宿型福祉コミュ

ニティ』づくりを目指して、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います。
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地区情報

四谷・若松町地区

１２月２日（木）、四谷区民ホールにて、東京都・千代

田区・中央区・港区・新宿区の各社協共催によるフォーラ

ムを開催しました。

会場には、様々な地域で活動する町会・自治会、民生・

児童委員の方々をはじめ、行政・社協職員等、300名近い

方々が集まりました。

当日は「これからの集合住宅とコミュニティを描く」と

題し、最初に早稲田大学社会科学総合学術院教授の成富氏

にご講演をいただき、その後のシンポジウムでは、実際に

集合住宅に関わる自治会の方々や、行政職員、社協職員の

様々な視点から集合住宅とコミュニティについて話し合い

が行われました。

地域福祉フォーラム開催報告

東京の都心部では集合住宅

に住む世帯が全体の８割にま

で上っています。今後はこれ

まで以上に集合住宅の住民も

参加するコミュニティを作っ

ていく必要があり、社協も地

域の方々と共にコミュニティ

形成に力を注いでいかなけれ

ばならないと強く思う一日で

した。

大久保・戸塚地区

募集おとなりさんコンニチハ～
ビルマからきた料理の達人

社協地区パートナー懇談会参加者募集

様々な国・人々が暮らす大久保・戸塚地区。おとなりさ

んが外国の方ということも珍しくないでしょう。おとなり

さんたちが日本でどんな生活をしているのか、みなさんご

興味ありますよね。

今回は、居酒屋で料理の腕をふるっているビルマ出身の

チョウさんから、ビルマのこと、日本での生活のこと、い

ろんなお話しを聞かせていただき交流を深めます。

ビルマ出身のご近所さんたちが、美味しいビルマのお茶

をご用意してくれていますので、お子さまからお年寄りま

で、ぜひご参加ください。

【日時】２月２７日（日）１４：００～１６：００

【場所】新宿区社会福祉協議会 地下会議室

【参加費】無 料 【問合せ】３２０９－８８５１

大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー 風見



個人

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

代々木公園までのガイドと伴走（代々木公園）

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

３

１
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

要件：女性

ボランティア募集情報

２
マラソンの伴走（北新宿・代々木公園）

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

児童関係

お散歩の付き添い・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

子どもの宿題補助・遊び相手

母子生活支援施設でのお手伝い

要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

４

５

紹介 ゴージャス！クリスマス晩餐会

グループなでしこでは65歳以上の登録高齢者に向けた

給食サービスを半月に一度おこなっています。

落合第一・落合第二地区

ダンスの披露

があり、約

270名の地

域の方々が参

加されました。

紹介落合三世代交流サロン「クリスマス会」

1月8日（土）かるた、福笑

い、絵付け（羽子板、こま）

などの日本の遊びを子どもた

ちに知って楽しんでもらう体

験イベントが開催されました。

日ごろ手にすることが少なく

なってしまった、昔ながらの

遊具を使い親子で体験。館内

は、「できたー」という歓声

と笑顔であふれていました。

参加者数153名。

昔ながらの日本の遊びを伝えたい！

児童館こどもまつりのお手伝い(牛込柳町)

2月5日 お祭りの準備、片付け等

要件：男女問わず 団体：区立薬王寺児童館

６

紹介

地区情報

12月はボランティア

さん手づくりのクリス

マスメニュー（写真）。

ついつい孤食になりが

ちな一人暮らしの高齢

者の方々がこの会食を

楽しみにしています。

12月18日（土）ハープ演奏グループ“ラ・ラミュー

ル”のクリスマスソング演奏や新宿カントリーダンスク

ラブによるスコットランドの伝統的なスコティッシュ



区内の野良猫に関するお手伝い（箪笥地区）

野良猫によるトラブル防止のために活動する団体

要件：男女問わず 団体：「牛込地域猫の会」

１４

１３
炊き出し等のホームレス支援活動（新宿）

要件：男女問わず

団体：愛のスープ会

児童関係

1月26日 2月2･16･23日 乳幼児託児のお手伝い

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り

要件：女性 団体：信濃町子ども家庭支援センター

囲碁・花札等のお相手（西早稲田）

高齢者デイサービスでの活動

要件：男女問わず・詳細はお問合せください

毎月１８日 イベントのお手伝い（百人町）

野菜等の市場やカフェを行う地域交流イベント

要件：男女問わず 施設：新宿けやき園

１２

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
ボランティア募集情報

話し相手・本の読み聞かせ等（百人町）

重複障がい児者と家族が集うサロン

要件：男女問わず 団体：ゆ～らふ～わ

社会復帰を目指す女性達のサポート

パソコンやミシンを使用する活動の補助

要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

子どもの見守り・歌や楽器演奏等（西新宿）

肢体不自由児のための放課後サロン

要件：男女問わず 団体：ひまわりＨＡＵＳ

石けんを装飾する「デコパージュ石けん」を作成していま

す。材料となる固形石けんが不足しているので、お手元にご

ざいましたら下記までお送りください。

【送付・問合せ先】

ジョイント 若年性認知症社会参加支援センター

新宿区新宿1-32-11 山口ビル３階 ℡：5312-0644

ご提供ください
ホームレス支援物品を募集してます。冬場を越す

ための寝袋やホカロン、男性用下着等をご提供くだ

さい。必要としている方々に直接お渡しします。

【送付・問合せ先】 愛のスープ会

新宿区新宿5-11-23 インマヌエル教会内

℡：080-3600-1222

ご提供ください

高齢者関係

障がい者関係

その他

１０

７

１１

９

１５

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。

１７

院内の案内や移動補助等のお手伝い（戸山）

要件：男女問わず

場所：国立国際医療研究センター病院

１６

昔遊びや工作などのお手伝い（市ヶ谷）

４ヶ月～未就学児の預かり保育室

要件：男女問わず 団体：保育室シェ・マミー

８



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

o
新宿ボランティア
市民活動センター

TEL.5273-9191 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

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

※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）

とつかふぇ 第2弾開催 ３

ご高齢の方などを対象にしたカフェサロンを開催します。

美味しいコーヒー等をいただきながらおしゃべりなどいか

がでしょうか。お気軽にご参加ください。

【日時】2月9日(水) 1５:０0～1７:０0

【場所】戸塚地域センター５F 【参加費】１００円

【問合せ】戸塚地区協議会 ３２０９－８５５１

市民社会をつくるボランタリーフォーラム
TOKYO 2011

５

現代社会が抱える多様な問題を、多くの市民、参加者が

共有し、一緒に考えるためのイベントです。

テーマは「市民(わたしたち)が創る公共～紡ぎあう地域の

絆～」。①社会に必要な仕組み、②地域とのつながり、③

育ちあう市民、④ボランタリズムのカテゴリー毎に趣向を

凝らした30以上の分科会が用意されています。

【日時】 2月11日（金・祝）～13日（日）

【会場】東京ボランティア・市民活動センター

【参加費】 1,000円 （複数の分科会に参加できます）

【申込み・問合せ先】

東京ボランティア・

市民活動センター

℡ 3235－1171

http://www.tvac.or.jp/

初笑い！！笑って納得！成年後見制度
４

吉本興業のお笑い芸人によるコント・芝居と専門家によ

る解説を交えて成年後見制度を分かりやすくご説明します。

【日時】1月27日（木）14:00～16:00

【会場】四谷区民ホール（新宿区内藤町８７）

【出演者】

よしもとクリエイティブ･エージェンシーによる芸人

【解説】弁護士 八杖友一氏 【参加費】無料

【申込み・問合せ先】

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

Eメール：skc@shinjuku-shakyo.jp

チキンファクトリーおもしろアート展
２

羊毛フェルトで作る小さなアニマル作品、バルーンアー

ト、３Ｄアートなどの展示。体験コーナーもあります。入

場無料です。

【日時】 2月5日（土）6日（日） 11:30～18:00

※最終日は17:00まで

【会場】プロミス㈱渋谷お客様サービスプラザ2階

イベントスペース

（ＪＲ・メトロ・京王井の頭線「渋谷」徒歩3分）

【問合せ】NPO法人 チキンファクトリー

080-3392-8156 杉本

福祉作業所アート展 １

等身大アートとは、ありのままの姿、ありのままの表現、

そして一人ひとりの個性を意味し、筆・墨・和紙というシ

ンプルな画材の組み合わせにより、障がいを持つ方々の心

から直感的に出てきた主張を表しています。人は皆すばら

しい表現能力を持つアーティストだということが感じてい

ただけると思います。 ぜひご覧ください。

【日時】2月1日（火）～3日（木）10:00～17:00

【会場】プロミス㈱渋谷お客様サービスプラザ2階

イベントスペース

（ＪＲ・メトロ・京王井の頭線「渋谷」徒歩3分）

【問合せ】新宿福祉作業所 3232-3715

NPO
法人


