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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。

撮影：若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」
場所：ウィズ新宿 花壇

新宿区内における
被災者支援活動について
新宿コズミックスポーツセンターに設置されていた避難所は4月末で解消となりました。ボランティア活
動及び物資のご提供等につきまして、多くのお申し出をいただきありがとうございました。
現在区内では、都営百人町四丁目第4・第5アパートへ被災者の方々が一時入居されています。新宿区社
会福祉協議会では、新宿区及び同アパートの住民の方々と共に、区内へ避難されている被災者の方々への
支援を継続してまいります。
区内でのボランティア活動及び物資の募集につきましては、これまで通り状況に応じて当会ホームペー
ジ、メール配信などでお知らせいたします。活動をご希望の皆様におかれましては、引き続きのご理解・
ご支援を賜りますようお願いいたします。
その他、被災地でのボランティア活動等につきましては、東京ボランティア・市民活動センターのホー
ムページをご参照ください。（http://www.tvac.or.jp）

報告

都営百人町アパートにおける支援活動

被災者の方々の一時入居決定以降、住民の方々による支援活動が行われ
ています。住民有志の方々が日用生活品等を収集し、団地集会室にて支援
物品の展示・引渡し会が行われました。また、東京都淀橋市場からりんご
900個の提供を受け、被災者の方々を中心に皆様へ配布されました。
その後、新宿区社会福祉協議会では、住民の皆様が収集した物品を引き
継ぎ、その他多くの区民の皆様から社協へご提供いただいていた物品を合
わせ、旧西戸山第二中学校にて物品展示・引渡し会を6回に渡って行いま
した。今後は状況に応じて開催予定です。 ※現在物資の募集は行ってお
りません。
【写真：旧西戸山中学校での展示・引渡し会場】

東北地方太平洋沖地震に関する
ボランティア保険についてのお知らせ
ボランティア保険は、ボランティア活動中や、活動先と自宅の行き帰りで起きた事故などを補償する保険です。
災害ボランティアの活動をはじめる前には、被災地に出向く前に保険（天災プラン）の加入が原則となっています。
加入については、新宿区社会福祉協議会の窓口や東京都内の各社会福祉協議会でも受け付けております。
ボランティア保険の詳細は東京福祉企画のサイトでご確認ください。
（東京福祉企画ホームページ http://www.tokyofukushikikaku.co.jp/pdf/V1-hokennaiyou.pdf）

新宿区社会福祉協議会の受付窓口
■新宿ボランティア・市民活動センター（所在地裏面参照）
【開所時間】月～土曜日 8時30分～17時
※ご自分が加入される保険額をお確かめのうえ、お釣りが発生しないようご来所いただくと助かります。
■ボランティア・地域活動サポートコーナー（四谷・箪笥町・大久保・落合第一・柏木 各特別出張所内）
【開所時間】月～金曜日 10時～17時
注意！サポートコーナーでは現金でのお取扱はできません（振込みのみ）

東京都社会福祉協議会の受付窓口
■東京ボランティア・市民活動センター 新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ10階
TEL 03-3235-1171 FAX 03-3235-0050
【開所時間】火～土曜日 9時～21時 日曜日 9時～17時

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

代々木公園で10キロ程度の伴走

犬の散歩をしながらお話し相手（戸山）

１

５

視覚障がいのある30代男性
要件：第2･4･5日曜 男女問わず

70歳の女性・電動車椅子使用
要件：日時応相談

お話し相手（戸山）

高齢者関係
２
６

病気のため外出困難な70歳女性

お話し相手・活動のお手伝い（若葉）

要件：女性 月1～2回（1時間程度）

「明るく元気にここち良く」をモットーにする施設
要件：日時応相談 施設：若葉高齢者在宅サービスセンター

通学の付き添い（高田馬場）
車椅子を利用している中学3年生男子

３

シーツの交換のお手伝い（原町）

要件：日程応相談 時間8時・15時 男性希望

自宅周辺で3キロ程度の伴走（北新宿）
視覚障がいのある30代男性
要件：日・月・火

男女問わず

高齢者在宅サービスセンター
４

要件：日・月・火の午前中 施設：原町ホーム

７

ボランティア募集情報
レクリエーション活動のお手伝い（落合） ８
編み物・折り紙・水彩画・簡単な裁縫等
要件：平日13時半～14時半

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

その他
１５

「絵本を届ける運動」のお手伝い（大京町）

施設：花実静華庵

難民の子供たちに絵本を届けるための事務作業
要件：月～金（応相談）シャンティ国際ボランティア会

児童関係

総合病院でのお手伝い（津久戸町）

グループケア「くじらホーム」（南元町）

９

1６

リハビリ病棟で話し相手・食事補助・移動介助
要件：月～金 9時～13時半

施設：厚生年金病院

掃除・環境整備、児童館の付き添い
総会・講演会でのお手伝い（戸山）

要件：週1回午前中 施設：二葉乳児院

1７

受付・質疑応答時間のマイク受け渡し
１０

0～2歳児プログラムのサポート（南元町）

NPO法人のぞみ会（変形性股関節症患者の会）
要件：6月18日（土）女性１名・謝礼有り

子どもの遊び相手

1８

要件：週1回（プログラムにより曜日指定）
施設：地域子育て支援センター二葉

児童との遊びの補助（上落合）

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
１１

要件：9～18時（応相談）施設：上落合児童館

１２

13時～15時

施設内でのエコなボランティア（西新宿）
花壇・菜園の手入れ等のお手伝い
要件：火木土日10時～正午

施設：エコギャラリー新宿

情報掲示板

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

NHK厚生文化事業団「わかば基金」

障がい者関係
ピアノ演奏・パソコン講師（三栄町） １３
精神障がい者施設レクリエーションの支援
要件：ピアノ・月1回水曜10時～12時
パソコン・木曜10時～15時
施設：東京ムツミ会ファロ

１４

知的障がい者施設内でのお手伝い（牛込柳町）
散歩・作業・音楽・プール等の日中活動
要件：日時応相談

日時：毎月18日

1９

児童館での遊び相手

お散歩の付き添い・遊び相手（北新宿）

要件：男女問わず

施設：新宿生活実習所

「わかば基金」は地域に根ざした福祉活動を展開している
グループを支援しています。
【募集部門】①支援金贈呈の部
②リサイクルノートパソコンの部
【対象】①地域で活発な福祉活動を進めより活動の輪
を広げたいというグループ
②パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に
取り組み、台数を増やすことでより活動の充
実を図れるグループ
【締切り】5月31日（火）必着
【申込み】NHK厚生文化事業団「わかば基金」係
TEL 03－3476－5955

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
平成23年度
ニッセイ財団高齢社会助成

社会福祉協議会から

【助成内容】
介護支援ボランティア・ポイント事業 講習会
①実践的研究助成「高齢者における地域福祉・まちづく
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
り」などを課題とする実践的研究を対象に研究助成を
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
行います。
②先駆的事業助成「高齢者社会における地域福祉、まちづ 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
くりの先駆的事業」などを対象に事業助成を行います。 ントが貯まります。※年間50ポイント（＝5,000円）上限
【日時】①5月24日（火）14:00～15:30
【締切り】①「実践的研究助成」6月15日（水）
②6月11日（土）10:00～11:30
②「先駆的事業助成」5月31日（火）
※①②とも内容は同じ
【募集要項・申請書入手方法】
【定員】各35名（先着順）・費用無料
ニッセイ財団のホームページによりダウンロード可能
【対象】18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方
http://www.nihonsei-zaidan.or.jp
【内容】「はじめてみよう、ボランティア活動」
【問合せ】日本生命財団 高齢社会助成 事務局
ボランティアの紹介、各活動の流れ等。
TEL 06－6204－4013
【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
ＮＰＯ法人
言語障害者の社会参加を支援するパートナーの会 和音

会員募集中です！

講座「失語症の理解とケア」
失語症の基礎知識・会話技術の講座です。実際に失語
症の方と実施する会話実習 もあります。
【日時】Aコース 6月25日（土）10:00～16:30
Bコース 12月10日（土）10:00～16:30
※両コースとも内容は同じ
【対象】医療福祉現場で働く専門職・失語症の方のご家族
【会場】モード学園首都医校北校舎（新宿駅徒歩5分） 8
【参加費用】一般5,000円・学生4,000円
（テキスト代別途2,200円）
【締切り】Aコース：6月4日 Bコース：11月20日
【申込み】NPO法人言語障害者の社会参加を支援するパー
トナーの会和音
TEL 3958-1970

TEL.5273-9191

社協が実施している暮らしのサポート事業・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、
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。ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
▼普通会員 一口500円以上
▼特別会員 一口2,000円以上
【問合せ】新宿区社会福祉協議会 法人経営課
ＴＥＬ 5273－2941

社協事務所 一時移転のお知らせ
6月末より一時移転予定です。場所等の詳細につきま
しては来月号でお知らせいたします。

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
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開所日時 ： 月曜～土曜日 ８時３０分～１７時１５分
携帯 信中！
※土曜日はボランティア市民活動相談のみ
配
随時
※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。

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

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

箪笥町
榎町

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

戸塚
大久保

落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:5996-9363
淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3363-3723

専用ＱＲコード

落合第一
落合第二
柏木
角筈

ファミリー・サポート・センター TEL.5273-3545

