
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

箪笥・榎町地区

四谷地区（四谷・若松町）で活動中のボランティアや施

設・団体等の方々を対象としたパートナー連絡会を開催し

ます。日頃のボランティア活動・地域に対する想いや取り

組みなど、自由にお話しながら、和やかに・楽しく情報交

換と交流をしていきたいと思います。お気軽にご参加くだ

さい。お待ちしております！

【日時】２月２３日（水）15:00～17:00

【会場】四谷ひろば ３階ライブラリー【参加費】無料

※紹介したい写真・物など一点ご持参ください。

【締切】2月16日（水）【問合せ先】5273-9191 石岡

牛込箪笥地域まつりに参加しました報告

広域地区
NPO法人チキンファクトリー＆

新宿福祉作業所のアート展報告

プロミス㈱渋谷お客様サービスプラザのイベントスペー

スを利用して、NPO法人チキンファクトリーと新宿福祉作

業所による２つのアート展が開催されました。チキンファ

クトリー主催の「おもしろアート展」には、バルーンアー

トや３Ｄアート等にまざって新宿福祉作業所、あいじえん

お絵かきくらぶ、若年認知症社会参加支援センタージョイ

ントの方々の作品も展示され、バラエティに富んだアート

展となりました。作品から感じられる想いや可能性は、障

がいがあってもなくても大人も子どもも皆それぞれに素晴

らしい！そんなアートたちにどこかで出会ったら、少し足

を止めて見てみるときっと感じるものがあると思います。

四谷・若松町地区

「パートナー連絡会」参加者募集!!募集

1月30日（日）に牛込箪笥地域センターで開催された牛

込箪笥地域まつりでは、日頃の活動でみなさんが作成して

いるビーズ作品や小物の作品販売、布ぞうりの実演販売を

行いました。足を止めて見ていかれるお客様に似合う作品

を見立てたり、作品の作り方を説明する等、地域の方々と

交流できる場となりました。

プロミス㈱渋谷お客様サービスプラザではイベントス

ペースを講座・会議・展示会などの会場として無料貸出し

ています。詳細は新宿ボランティア・市民活動センター又

は下記までお問合せください。

【問合せ先】プロミス㈱渋谷お客様サービスプラザ

6861-2634

当日の売上金は新宿社協

へご寄付いただき、また地

域まつりの準備や後片付け

などの様々な場面で、社協

コーディネートによるボラ

ンティアの皆さんにご協力

いただきました。

社協がコーディ

ネートしました！

社協がコーディ

ネートしました！



募集ボランティアが主役の
「わくわくカフェ」開催！！

「富山居場所＆コミュニティカフェネットワーク代表」の

平木柳太郎氏をお招きし、ボランティアが主役になれる

「わくわくカフェ」を開催します。お茶とお菓子を囲みな

がら、地域の方々と楽しくにぎやかに交流してみませんか。

皆さまのご参加をお待ちしております。

【日時】 3月3日（木）14:00～16:00

【場所】スワンベーカリー落合店 ２F（中落合1-6-21）

【参加費】無料（要予約）

【問合せ先】5273-9191

落合地区担当

落合第一・落合第二地区

募集ブラインドサッカー＆ブラインド卓球を
一緒に体験してみませんか？

2月3日(木)下落合ことぶき館に赤鬼・青鬼が登場しまし

た。1年間の無病息災を願い参加者の年男・年女が「鬼は

外！福は内！」と声を張り上げ福豆を勢い良く撒きました。

下落合東町会会長による節分・豆まきの由来説明から各種

ゲームまで行事の内容は盛り沢山。会場の猛烈な熱気の中

で撒かれた豆に鬼は背中を丸めて一目散に退散しました。

毎年恒例「豆まき大会」!!報告

地区情報

大久保・戸塚地区

紹介「アクリルたわし」でつながるご縁
大久保ボランティア・地域活動サポートコーナーで切手

整理をしてくださっているボランティアさんの「地域のた

めに何かやりましょうよ！」という一言から、切手を切る

ハサミを編み物のかぎ針に持ちかえて、12名のボラン

ティアの方々による歳末期間限定「アクリルたわし作り」

を行いました。

新年のお祝いの気持ちを込めて編まれたアクリルたわし

は、大久保地区の見守り協力員さんたちにご協力をいただ

き、見守り対象者の方々（65歳以上一人暮らし、または

柏木・角筈地区

報告
「獅子舞ボランティア」活躍!!

１月１６日(日)北新宿第一児童館で区内在住の新井さん

らグループ（太囲野会）による獅子舞が披露されました。

当日は小さなお子様から高齢者の方まで４０名ほどの人が

集まり、生の太鼓や笛の演奏に合わせて舞う獅子舞を堪能。

「久しぶりに“技”を見せてもらった！」「子ども達も最

後まで見入るほど素晴らしかった！」と絶賛の声をいただ

きました。最後は一人一人頭を噛んでもらい、健康祈願を

☆豆まきって？☆

室町時代以降の風習。

季節の変わり目に生じ

る邪気（鬼）に豆（魔

滅）をぶつけて一年の

無病息災を願う。撒か

れた豆を自分の年齢の

数だけ食べると体が丈

夫になり風邪をひかな

いという言い伝えもあ

る。

しました。今年

一年も皆さまが

健康に過ごせま

すように･･･。

これからも新

宿社協では地域

の方々の様々な

活動をサポート

し、人と人を結

びつけるコー

ディネートをし

ていきます。

高齢者の方のみの世帯

で、ボランティアによ

る見守りを希望し、登

録している方）71名

に贈られる予定です。

一つのアクリルたわ

しがたどる、作る人、

届ける人、受け取る人

とのご縁、素敵ですよ

ね。

「目の見えない人がするブラインドサッカーってどんな

スポーツ？目が見えなくてどうやってスポーツをする

の？」そんな疑問をお持ちの方も、スポーツがお好きな方

も是非お気軽にご参加下さい。小さなお子様から高齢者の

方まで気軽に体験できる内容となっております。皆様のご

参加をお待ちしております。

【日時】 2月27日（日）13:00～14:30

【場所】落合第二中学校 体育館・武道場

（西落合１丁目６-５）

【参加費】無料 【申込み】不要（当日直接お越し下さい)

【持ち物】動きやすい服装・体育館履き（スリッパ不可）

【主 催】落合第二地区協議会「子育てを考える分科会」

【問合せ先】落合第二地域センター事務局 3951-9941

社協がコーディ

ネートしました！

社協がコーディ

ネートしました！



観葉植物の水やりや電球の交換等（榎町）

一人暮らしの８０代女性

要件：男性・週１回程度

７

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

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

障がい者関係

その他

３

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。

８
個人

衣類収納のお手伝い（高田馬場）

足腰が不自由な一人暮らしの７０代女性

要件：女性 日時：問わず

６

４
雨戸の開け閉めのお手伝い（百人町）

一人暮らしの８０代男性

要件：男女問わず 日時：月曜・水曜・木曜の朝と夕

５
マラソンの伴走（北新宿・代々木公園）

視覚に障がいのある３０代男性

要件：男女問わず・複数可

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

２

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

児童関係

２月２３日 乳幼児託児のお手伝い（信濃町）

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り

要件：女性 団体：信濃町子ども家庭支援センター

１

「ふれあい・いきいきサロン連絡会」を
開催します！！

２

子育て支援や高齢の方の居場所、世代間交流等を目的と

した、ふれあい・いきいきサロンの立ち上げを考えている

方や、すでにサロン活動をされている方々に集まっていた

だき、情報や意見交換会を行います。是非ご参加ください。

【日時】 ３月２日（水）14:00～16:00

【場所】戸塚地域センター７階 多目的ホール

【定員】50名 【参加費】無料 【締切】２月23日（水)

【申込み・問合せ先】新宿ボランティア・市民活動センター

TEL:5273-9191 FAX:5273-3082

メール:shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp 出店･竹内

赤い羽根共同募金、歳末･地域たすけあい運動への

ご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金運動ならびに歳末・

地域たすけあい運動の実施につきまして

は、皆様のご協力により、今年度も多大

なご厚志が集まりました。厚く御礼申し

上げます。

赤い羽根共同募金額

￥ ５，２８２，７７３

歳末・地域たすけあい運動

￥１４，５９４，７７５

１

個人



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）

暮らしに生かそう！！「音楽の力」

音楽療法に関する基礎講座を開催します。興味のある方や

援助等の仕事に就いている方の参加をお待ちしております。

【日時】2月27日（日）10:00～11:40

【会場】戸塚地域センター音楽室 【定員】20名

【参加費】会員1,000円 非会員1,500円

【申込締切】2月20日（日）

【申込み・問合せ先】NPO法人 そしおん

FAX:6457-3070 メール：npo.socion＠gmail.com

② 成年後見人講座

～ 高次脳機能障害 ＆ 精神障害 ～

★第１回『高次脳機能障害のある人の生活と理解』

【日時】2月22日（火）18:30～20:30

【講師】今井 雅子氏（高次脳機能障害者と家族の会代表）

★第２回『高次脳機能障害のある人への後見活動』

【日時】3月3日（木）18:30～20:30

【講師】大輪 典子氏（権利擁護センター｢ぱあとなあ東京｣）

★第３回『精神障害のある人の生活と理解』

【日時】3月10日（木）18:30～20:30

【講師】岡嵜 清二氏（新宿区精神障害者家族会会長）

★第４回『精神障害のある人への後見活動』

【日時】3月17日（木）18:30～20:30

【講師】鳥山 克宏氏（権利擁護センター｢ぱあとなあ東京｣）

※会場は全て新宿区社会福祉協議会 地下会議室Ａ

成年後見講座 ３

① 成年後見入門講座

～ 知って安心！はじめての成年後見制度 ～

★第１回

【日時】2月19日（土）14:00～16:00

【会場】落合第一地域センター 第１集会室

★第２回

【日時】2月24日（木）18:30～20:30

【会場】角筈地域センター 会議室Ａ･Ｂ

※第１回・第２回の内容は同じです

【講師】成年後見センター･リーガルサポート（司法書士）
葬儀・仏儀の勉強会 ～葬儀費用の落し穴～

５

家族・友人には相談しにくい「お葬式」について、適切な

知識・情報・比較検討材料を見つけませんか？

【日時】3月7日（月）14:00～16:00 

【場所】戸塚地域センター会議室 【参加費】無料（要予約）

【申込み・問合せ先】 NPO法人 ライフデザイン研究所

TEL:0120-38-7830

電動ベットを差し上げます ７

電動ベットの寄付の申し出がありました。機能や受け渡し

方法等の詳細については、下記までお問合せください。

【問合せ先】新宿区社会福祉協議会 TEL:5273-2941

こころサポートセミナー
『いいお母さん』より『幸せなお母さん』になろう

６

こころサポートセミナーでは、自己尊重トレーニングをす

ることで親も子もハッピーになれる、そんな魔法の呪文をみ

つける時間です。興味のある方の参加をお待ちしております

【日時】３月５日（土）12:00～14:30（託児11:30～）

【場所】東京国際福祉専門学校 4階

【参加費】無料 【定員】50名（要予約）

※先着20名託児あり 要予約 2月19日（土）申込締切

【申込み・問合せ先】こころスペース奏

TEL:3352-2213 佐藤①②共通 【参加費】無料 【定員】各40名

【対象者】新宿区在住･在勤･在学の方

【申込み･問合せ先】新宿区成年後見センター

TEL:5273-4522 FAX:5273-3082

メール: skc@shinjuku-shakyo.jp

４


