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３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

撮影：若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」

東北地方太平洋沖地震における
ボランティア活動について

新 宿 ボ ラ ン テ ィ ア
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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。

その他、被災地でのボランティア活動等につきましては、東京都ボランティア・市民活動センターの情報

をご参照ください。（アドレス http://www.tvac.or.jp)

さて、新宿区では、３月２２日より新宿コズミックスポーツセンターを被災者の方々の避難所として開設

しております。そちらでのボランティア活動について、私たち新宿ボランティア・市民活動センターにて調

整を行っておりますが、現在のところ避難されている方が少数であるため、ボランティア支援の要請は出て

おりません。但し、今後他の避難所の閉鎖等により人数が増加する可能性があり、状況によってボランティ

アの方のお力が必要になることも予想されます。受入態勢が整い次第、当センターのホームページ上にて情

報を掲載していきますので、その際には是非お力をお貸しください。避難所となっている新宿コズミックセ

ンターでは直接ボランティアの受付を行なっておりませんのでご注意ください。



地区情報

大久保・戸塚地区

報告

「ブラインドサッカー＆卓球体験」を

コーディネートしました！

２月２７日（日）落合第二中学校にて開催。

サッカー＆卓球、２種目の障害者スポーツに楽しく体験

しながら触れることができたイベントとなりました。

最初は恐る恐るだったアイマスクを付けての歩行から、

最後はボールを蹴ってシュートするところまでみなさん

楽しみながら体験しました！初めてアイマスクを付けて

歩く方からは「思っていたよ

り怖かったわ～！」「距離感

を気配でつかむのは難しいね」

などの感想が、また日本代表

選手のプロの技には「さすが

だわ～♪」の声が上がりまし

た。社協ではこのような地域

イベントのお手伝いを今後も

させていただきます！お気軽にお声かけください。

落合第一・第二地区

落合第二地区協議会
子育て分科会主催イベント報告

３月２６日（土）ＯＫＵBOアジアの祭運営委員会による、東北地方太平洋

沖地震の被災者応援チャリティＯＫＵＢＯの集いが、大久保のルーテル東京教

会で開催されました。大久保に所縁のあるアーティストたちから、被災された

みなさんを応援する歌・ことば・アクションがメッセージとして贈られ、当日

参加された多くの方からは、たくさんの義援金が寄せられました。

被災地の人を応援するチャリティイベント

旅人になろう！
わくわくワールドカフェ体験報告

ご近所で素敵な出会いをつくるため、落合地区でボラ

ンティアをしている住民の皆さん、関連施設で働く方々

にお集まりいただき、お茶を飲みながら親交を深めても

らう「ワールドカフェ」を開きました！

一つのテーブルを7～9人が囲んで同一テーマで話を

しますが、気分によってはおしゃべりに加わらなくても

OK。自由に気ままに雰囲気を楽しんでもらう、それが

「ワールドカフェ」方式です。９つ出来たテーブルを９

の国に見立てて、次から次へと他のテーブルへ、皆さん

に世界をまわる旅人になってもらいました。

枠にとらわれない自由な

話し合いに交流も盛り

上がり、総勢60名の皆

さまは大満足！ぜひまた

カフェをしましょう、

と声を合わせて散会と

なりました。

個人

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

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１５歳の女の子

要件：女性

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

２１



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

コーヒーとケーキの配膳お手伝い（百人町）

市場とカフェを併設した地域交流イベント

要件：男女問わず 日時：毎月18日 13時～15時

その他

４

３

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

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

遊び相手、公園への付き添い（牛込柳町）

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

耳の仕組みや病気、難聴についての学習・筆談・読

話・手話等のコミュニケーション手段等の体験を行ない

ます。

【日時】5月10日～ ９月27日の毎月第2･4火曜日

5･8月は第5火曜日あり 全12回

【場所】大久保地域センター（大久保2-12-7）

【対象】新宿区に在住・在学・在勤している聞こえに

困っている方及び家族・関係者の方

【定員】20名

【費用】無料

【締切】4月22日（金）

【申込】新宿区福祉部障害者福祉課福祉推進係

TEL 5373-4516 FAX 3209-3441

点訳・音訳ボランティア養成講座

▼点訳講習

【日時】6月7日～9月27日の毎週火曜日10:00～

12:00

全15回（8/9・16は夏季休講）

【場所】東京ヘレン・ケラー協会（大久保3-14-20）

▼音訳講習

【日時】5月11日～3月21日の月2回水曜日

13:30～15:30 全20回（8月は除く）

【場所】新宿区立元気館（戸山3-18-1） ※予定

【定員】各講習とも15名 ※音訳講習には選考あり

【申込】東京ヘレン･ケラー協会(http://www.thka.jp)

ＴＥＬ 3200-0987

１

プリペイドカード回収終了のお知らせ

この度ご寄付先の取扱い終了にともない、新宿区社会福

祉協議会でのプリペイドカードの回収を、３月末で終了い

たしました。これまでご協力いただいた皆様、誠にありが

とうございました。

なお、使用済み切手の回収は引き続き募集しております。

２

５

聞こえに困っている人のための
リハビリテーション講座

目の不自由な方への点訳・音訳図書を製作するボラン

ティア養成講座です。講習修了後は東京ヘレン・ケラー

協会点字図書館でボランティア活動をしていただきます。

なお実際の活動はパソコンを使用しますので、メールや

ワードが使える程度の知識が必要です。

NPO法人そしおん
音楽療法 連続基礎講座2011 ３

連続講座第2回

「子どもの音楽療法

～音遊びの中から見つけよう生きる力～」

講師：徳川 可愛

【日時】5月22日（日）10:00～11:45

【場所】戸塚地域センター（高田馬場2-18-1）

【費用】会員1,000円、一般1,500円

【申込】ＮＰＯ法人そしおん

FAX 6457-3070

ＭＡＩＬ npo.socion@gmail.com



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

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

TEL.FAX:3209-8851

TEL.FAX:3359-9363

TEL.FAX:3363-3723

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

〒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

※火曜日のボランティア市民活動相談夜間受付は休止しております。

再開時期はホームページなどでご確認ください。

新宿区社会福祉協議会 地域支え合い活動助成金

助成団体の募集

7

●平成２３年度分募集・第２回

共同募金を主な財源とした助成金制度で、地域の皆さん

の活動を応援します。助成内容等詳しくは、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・当事

者団体等

【主な対象事業】

▼地域福祉の視点が盛り込まれた行事や活動

▼ふれあい・いきいきサロンの運営

▼地域福祉に関する講演会・学習会

▼障害者・難病患者などの当事者団体の活動

▼施設改修、備品購入 ほか

【申込み】新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課

ＴＥＬ 5273－9191

※申請書を４月１日（金）～５月３１日（火）（日・祝日

を除く）に電話連絡の上お持ちください。申請用紙は同協

議会で配布するほか、同協議会ホームページからも取り出

せます。尚、第３回の申請は７月を予定しています。

8

会員募集中です！

社協が実施している暮らしのサポート事業・ハンディ

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・地域支え合い活動助成金事業・コミュニティづく

り推進事業等々は、一人ひとりの会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上げます。

【問合せ】新宿区社会福祉協議会 法人経営課

ＴＥＬ：5273－2941

介護支援ボランティア・ポイント事業
参加者募集

新宿区でのボランティア活動を通じ地域でいきいきと暮

らせるように応援する事業です。区内高齢者施設などでの

ボランティア活動に応じて、翌年換金又は寄付できるポイ

ントが貯まります。

【日時】4月20日（水）14:00～15:30

5月24日（火）14:00～15:30

【定員】各35名（先着順）・費用無料

【対象】18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方

【内容】「はじめてみよう、ボランティア活動」

ボランティアの紹介、各活動の流れ等。

【会場・申込み】新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課

ＴＥＬ 5273－9191

５

社会福祉協議会から

【日時】5月13日（金）18:00開場18:30開演

【場所】中目黒ＧＴプラザホール（地下鉄・東急東横線

「中目黒」より徒歩2分）

【出演】プロと熟練のアマチュアたち（マジック・能・

パントマイム・腹話術・フラダンス・日舞・太

極拳・朗読・二胡等）

【入場料】1,500円

※収益金の一部を東北地方太平洋沖地震の義

援金として日本赤十字社を通じて寄付します。

【問合せ】ＮＰＯ法人楽しいひととき出前どころ

理事長 室尾武久 03-3726-6939

ＮＰＯ法人楽しいひととき出前どころ
チャリティ公演 ４ ６


