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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『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。

地区情報
柏木・角筈地区

社協がコーディ
ネートしました！
「しずく」の
兄弟紙！！

落合第一・落合第二地区
三世代交流サロンで

発行 地区情報紙『Yo!dobashi(よどばし)』 報告 「バレンタイン用お菓子教室」開催

高田馬場リサイクルセン
ター、東京医科大学病院、
河合塾コスモなど
【募集】
配架先や地域の情報を大募
集中です！
詳しくは、下記までお問合
せください。
【問合せ先】 淀橋ボラン
ティア・地域活動サポート
コーナー
TEL /FAX
３３６３－３７２３

お料理研究家として著名な稲垣知子先生がホットプ
レートを使って手軽にできる“マシュマロ入りチョコクッ
キー”の作り方を教えて下さいました。家で子どもと一緒
に楽しく作れるこの簡単レシピを知りたい方は三世代交
流サロンへお問い合わせ下さい。TEL 3954-2740

報告 伝統継承 上落合東部町会餅つき大会
江戸時代から伝わる「上落合餅つ
き唄（無形文化財に指定）」に合わ
せて力強く餅をつく！息を合わせ素
早く餅をかえす！みごとな技に臼を
囲む人々の歓声が上がる。
次世代に地域を大切に想う気持を
繋げようと、町会青年部が杵の使い
方を子どもたちに優しく指導。寒空
の下、振舞わ
れるお餅を楽
しみに上落合
の月見岡神社
に大勢の人々
の行列ができ
ました。

♪目出たな目出た目出たの若松さまよ 枝も
な枝も栄えてやれ葉も茂る ♪妙正な妙正神
田の落ち合う所 蛍な蛍飛び交うやれ田草月
♪此れがな此れがこの家の納め臼よ ご縁なご
縁ござれば また来年も石のな石の土台のやれ
続くまで♪

淀橋地区での出来事をもっと知っていただく機会になれ
ばとの思いより、『Yo！dobashi よどばし』を平成２２
年７月から発行開始しました。Ａ４サイズの１枚の紙面で
すが、現在、VOL，８まで発行しています。地域活動や行
事のご紹介、ボランティア募集、社協からの情報などを随
時発信していく予定です。なお、社協ホームページの地区
情報からもご覧いただけます。
また、視覚障害のある方へのテープ録音、対面朗読、高
齢者や幼児への読み聞かせを行っているボランティア団体
『ぐるーぷカナリヤ』さんのご好意により、音声テープの
貸出も始まる予定です。詳しくは、下記までお問合せくだ
さい。
【配架場所】
新宿社協、各ボランティアコーナー、各特別出張所、各地
域センター、各図書館、北新宿地域交流館、

地区情報
四谷・若松町地区

箪笥・榎町地区

報告 四谷地区パートナー懇談会開催
報告ふれあい
いきいき サロン連絡会を開催しました！
２月２３日、四谷ひろばの地域ひろばで「四谷地区パー
3月2日、戸塚地域センターにてふれあい・いきいきサロ
トナー懇談会」を開催し、ボランティアさんや施設団体等
ン連絡会を開催いたしました。今回は社協が支援している
サロンの他に、サロン立上を検討されている方にもお声か から計28名の方がご参加くださいました。今回、活動に
けをしたところ、計52名もの方にご参加いただきました。 関する物をご持参の上、自己紹介していただいた後、各グ
ループに分かれお話をしました。（写真は、障害児学童保
前半は平成22年度新たに立ち上がった４サロンに立上経
育をされている団体の方が、子どもたちの作品をご紹介し
緯や活動内容、運営方法などをお話しいただき、後半は対
ている場面です。）
象分野・活動地区別に分かれて交流会を実施いたしました。
参加者からは「皆様がいきいきと活動されている姿に驚
すでにサロン活動さ
き、前向きに頑張りたいと思った」との感想などがありま
れている方と、サロン
した。
立上を検討されている
四谷地区の地域活
方と、サロンへの思い
動の輪がさらに広
や今後の課題等共有で
がっていくことを
きる部分も多く、新た
願っています。
な出会いに繋がるきっ
かけとなりました。

ボランティア募集情報
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。

募集情報に関する問合せ

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

散歩の付添い（新宿御苑付近）

4

一人での歩行に不安を感じている８０代の女性
リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

１

病気の後遺症により寝たきりの１３歳の女の子
要件：女性

要件：応相談 介助の必要はありません

お部屋の荷物の梱包等のお手伝い（坂町）

5

３月中旬に引越しを予定している女性
要件：３月中旬頃（活動日未定） 約１日

マラソンの伴走（北新宿・代々木公園）

2

6

視覚に障がいのある３０代男性

四谷駅近くの病院への付き添い（四谷三丁目）

要件：男女問わず・複数可

一人での歩行に不安を感じている８０代女性
日時：応相談

マラソン大会での伴走（荒川河川敷）
視覚に障がいのある３０代男性
日時： ５月１５日（日） 要件：男女問わず

3

衣類収納のお手伝い（高田馬場）

7

足腰がやや不自由なお一人暮らし７０代女性
要件：女性 日時：ご都合に合わせて（単発）

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。

ボランティア募集情報

募集情報に関する問合せ

児童関係

その他

遊び相手、公園への付き添い（牛込柳町）

8

10

場内整備・清掃やテントの設置等（大久保公園）
３月20日（日）国際交流のイベント

児童が放課後に過ごす民間学童クラブ
要件：月～金曜日

14時～18時

お散歩の付き添い・遊び相手（北新宿）

日時：8時～16時

9

要件：男性希望

11

コーヒーとケーキの配膳お手伝い（百人町）

緑豊かな鎧神社近くでの活動

市場とカフェを併設した地域交流イベント

要件：女性 施設：よろい保育園

要件：男女問わず

情報掲示板
第３回

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

13時～15時

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。

1

アートとおんがくの会

音楽やアートを楽しみながら、心身に障がいを持つ
方々と交流しませんか？直接会場へどうぞ。
【日時】4月17日(日) 13:00～
【場所】東京都新宿区立愛日小学校 体育館
【対象】近隣の小中学校特別支援学級の生徒と地域住民

米国大学生受入れホストファミリー募集

４

チェルノブイリ25周年救援キャンペーン

広瀬隆一最新現地報告＆チャリティコンサート。
【日時】4月23日（土）13:30開場14:30開演
【場所】牛込箪笥区民ホール
【交通】東西線神楽坂駅2番出口 JR飯田橋徒歩10分
【内容】第1部チェルノブイリ最新報告
第2部チャリティコンサート
【URL】
2

日本に滞在中に都内および近郊の家庭でホームステイを希望し
ており、協力いただける方を探しています。

【日時】4月30日(土) ～ 5月９日(月)
5月14日(土) ～ 5月23日(月)
【食事】月～金 朝、夕二食 週末は三食
一泊あたり2000円の食事補助があります。
【問合せ先】財団法人国際教育振興会
エルマイラカレッジ日本研修ホームステイ担当
TEL：3359-9620 FAX：3353-8908

森と夜と世界の果てへの旅

日時：毎月18日

３

http://homepage2.nifty.com/chernobyl_childern/index.html

地域で暮らすお手伝い

リフォーム・機器車両整備 ５

福祉拠点の整備に関して助成します。詳しくは下記へ問
い合わせください。
【受付】リフォーム編 3月15日(火)～ 3月31日(木)
機器・車両編 3月15日(火)～ 3月31日(木)予定
【問合せ】日本財団 公益・ボランティア支援グループ
福祉チーム
TEL 6229-5161 FAX 6229-5160

全労災

地域貢献助成事業募集

６

環境活動、子育て・子育ち支援活動を応援します。
【応募期間】3月16日(水) ～ 4月4日(月)
【申込み】応募要項・申請用紙を全労災のHPからダウン
【日時】4月8日(金)19:00 ～/9日(土),10日(日)14:00～ ロードいただくか、メールまたはFAXにて下記へご請求く
【場所】全労災ホール/スペースゼロ
ださい。
【参加費】一般前売 3000円 高校生以下 2000円
【URL】 http://www.zenrosai.coop/eco
【申込み・問合せ先】 デフ・パペットシアター・ひとみ
【問合せ先】全労災経営企画部内 地域貢献助成事業事務局
TEL：044-777-2228
FAX：044-777-3570
担当 佐藤 TEL：3299-0161 FAX：5371-7222
Email :deafticket@puppet.or.jp
Email：90_eco@zenrosai.coop
ろう者と聴者が共同して作る人形劇団
デフ・パペットシアター・ひとみ結成３０周年記念作品

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。

7

成年後見講座・交流会
１．成年後見申立講座～法定後見を中心に～
【日時】３月２４日（木）①14:30～16:30
②18:30～20:30
【内容】申立手続きの流れ、書類作成のポイント
※①と②は同じ内容です。
【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

家庭訪問型子育て支援ホームスタート ９
説明会・ボランティア募集
【対象】子育て支援活動に関心のある方、行政関係者
【日時】4月15日（金）14:00～16:00
【会場】四谷地域センター12階多目的ホール
【参加費】無料 託児所あり（有料、先着順）
【申込締切】4月10日（日）
【申込み・問合せ先】 地域子育て支援センター二葉
TEL 5363-2170 FAX:3359-4596

２．親族後見人･市民後見人交流会
【日時】３月２８日（月）18:30～20:30
【内容】親族後見人調査の報告,情報交換,専門家の助言 他
【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(第三者)※専門職後見人を除く
プリペイドカードの回収が終了します
★講座＆交流会共通
この度ご寄付先の取扱い終了にともない、長い間皆様に
【会場】新宿区社会福祉協議会会議室
ご協力いただきましたプリペイドカードの回収を、３月３
【定員】各回４０名 【参加費】無料
１日で終了することになりました。
【申込】ＦＡＸ･Ｅメール･郵送･電話のいずれかで、
これまでたくさんのプリペイドカード回収にご協力いた
氏名･年齢･住所･電話番号を明記の上、下記ま
だき、誠にありがとうございました。
でお申込ください。（※先着順）
なお、使用済み切手の回収は引き続き募集しております。
【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
〒169-0075 新宿区高田馬場１－１７－２０
会員募集中です！
TEL：5273-4522 FAX：5273ー3082
社協が実施している暮らしのサポート事業・ハンディ
Ｅ-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp
キャブ運行事業・車椅子貸出事業・広報事業・各種機材貸
出事業・福祉団体や地域住民による福祉活動等への助成事
8 業・コミュニティづくり推進事業等々は、一人ひとりの会
NPO・ボランティアグループで
活動したい人のためのガイダンス
員の皆様からお寄せいただく会費によって支えられていま
す。引き続き皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し
【日時】 4月9日(土) 14:00～16:30
上げます。
【参加費】500円 【定員】35名（先着順）
【問合せ】新宿区社会福祉協議会 法人経営課
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター
ＴＥＬ：5273－2941
TEL：3235-1171 池澤・八木

社会福祉協議会から

TEL.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

※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

