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新宿区社会福祉協議会
事務所が一時移転します！

新 宿 ボ ラ ン テ ィ ア
市 民 活 動 情 報 紙 し ず く 社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

ボランティア・市民活動センター 発行人 田宮一茂

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。

報告

エレベーター設置等のため一時移転いたします。
移転期間は約半年間を予定しています。
皆さまにはご迷惑とご不便をおかけいたしますが、何卒ご
理解、ご協力をお願いいたします。
現事務所へ戻る日程は決定次第お知らせいたします。

【移転日】 6月27日（月）
☆移転のため6月25日（土）のボランティア相談は

お休みいたします。

【移転先】 〒169-0072 新宿区大久保３－１－１

（旧：西戸山中学校）
☆電話・FAX番号の変更はありません

東日本大震災で被災された多くの方々が全国各

地に避難しているものの、その避難先の基本情報

が避難前の市区町村において把握しきれていない

ことから、総務省が全国の都道府県・市町村の協

力を得て実施しているものです。

避難元の自治体が、避難者からの基本情報をこ

のシステムを通して把握することにより、見舞金

等の各種給付を始めとする様々な情報提供を行な

えるようにするものです。

詳細はこちらのホームページをご覧下さい。

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/im

portant/kinkyu02_000082.html

r

■JR山手線・西武新宿線 高田馬場駅下車 戸山口から徒歩15分

■東京メトロ副都心線 西早稲田下車 ３番出口から徒歩３分
■都バス 「池86」池袋駅東口⇔渋谷駅東口

「高71」高田馬場駅⇔九段下
「早77」早大正門⇔渋谷駅東口
「都立障害者センター前」下車徒歩3分

総務省
全国避難者情報システム

「小布の会」は牛込地区でボランティア活動をされ
ているグループです。ご寄付いただいた布地や材料を
利用して、小袋やポーチ、きんちゃく等の作品を作り、
地域のお祭りなどで販売しています。この度その売上
金5万円のご寄付をいただきました。頂いたご寄付は

社協の地域福祉推進事業に役立たせていただきます。
会の皆様の
ご協力に心から
感謝いたします。
ありがとうござ
いました。

【お問合せ】
牛込ボランティ
ア・地域活動サ
ポートコーナー

小布の会より
ご寄付いただきました



ボランティア募集情報

１

個人

シーツの交換のお手伝い（原町）

特別養護老人ホーム

要件：毎週火曜 9時半～(一時間程度) 施設：原町ホーム

高齢者関係

２

３

犬の散歩をしながらお話し相手（戸山）

70歳代女性・電動車椅子使用

要件：日時応相談

お話し相手（市谷田町）

病気のため外出困難な70歳代女性

要件：女性 月1～2回（1時間程度）

５
①約10キロ程度の伴走②約3キロ程度の伴走

視覚障がいのある30歳代男性

要件：①第2･4･5日曜 ②月・火・木 男女問わず

お話し相手・囲碁の相手（神楽坂）

障がいのある70歳代男性

要件：男女問わず

話し相手・レク補助・配善の手伝い（北山伏町）

施設①：あかねデイホーム
施設②：高齢者在宅サービスセンターあかね苑

要件：①・②日時応相談

お話し相手・囲碁の相手（神楽坂）

障がいのある70歳代男性

要件：男女問わず

レクリエーション活動のお手伝い（東新宿）

①折り紙・貼り絵・手芸・工芸など

②送迎時のお話し相手

要件：日時応相談 施設：ほっとステーションららら♪

お話し相手・体操のお手伝い（東新宿）

介護予防デイサービス
要件：平日9時半～12時 施設：ほっとステーションスウィング

４

レクリエーション活動のお手伝い（百人町）

囲碁将棋のお相手・劇や体操のお手伝いなど

要件：日時等要問合せ 施設：新宿けやき園

児童関係

子育て支援講座中の託児（信濃町）

6月29日・7月6日・13日 10時～12時半

施設:信濃町子ども家庭支援センター

納涼祭のお手伝い・準備（若葉）

7月25日・26日・27日9時～15時

施設：若葉高齢者在宅サービスセンター

１０

「こどもまつり」のお手伝い（落合）

要件：7月13日13時半～17時頃

施設：中井児童館

0～2歳児プログラムのサポート（南元町）

子どもの遊び相手
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

グループケア「くじらホーム」（南元町）

掃除・環境整備、児童館の付き添い

要件：週1回午前中 施設：二葉乳児院

障がい者関係

「よりみちサロン」運営等のお手伝い（西新宿）

子どもの遊び相手・企画・運営

要件：第3金曜14時～16時半 施設：西新宿児童館
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個人からの相談では、 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

１１

１７

民間学童クラブ・保育補助（市谷薬王寺）

要件：平日14時～18時

施設：フロンティアキッズクラブ薬王寺



個人からの相談では、 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

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～12時 施設：エコギャラリー新宿

その他パソコン講師（三栄町）

精神障がい者施設レクリエーションの支援

要件：木曜10時～15時 施設：東京ムツミ会ファロ

１８

２１

２３

コーヒーとケーキの配膳の手伝い（百人町）

市場とカフェを併設した地域交流イベント

要件：毎月18日 13時～15時

使用済み切手やハガキの仕分け（市谷田町）

要件：平日10時～17時

一日３時間以上活動が可能の方希望・学生不可

施設：（財）ジョイセフ

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：月～金10時～15時半 施設：新宿生活実習所

１９

介護支援ボランティア・ポイント事業
講習会

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。
※年間50ポイント（＝5,000円）上限
【日時】6月21日（火）14:00～15:30
【定員】25名（先着順）・費用無料
【会場】新宿けやき園（百人町4－5－1）
【問合せ】新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課

TEL ５２７３－９１９１

新宿区成年後見センター
「成年後見講座」のご案内

子育て支援セミナー
子どもショートステイ・協力家庭の説明会

精神障がい者施設内でのお手伝い（高田馬場）

パソコンの指導・活動全般のサポート

要件：平日10時～16時15分

施設：社会福祉法人結の会 オフィスクローバー

情報掲示板

２０

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。

みなさまの参加
お待ちしています!!

子どもショートステイは、保護者が急用などで一時的
に子どもを養育できない場合に、二葉乳児院または地域
の協力家庭で、お子さんを一週間までお預かりする制度
です。協力員は区内在住で保育し・教員・看護師等の資
格をおもちの方に登録していただき、資格のない方は認
定研修を実施いたしますので、ご参加ください。
【日時】６月２３日（木）10:00～11:30
【会場】子ども総合センター
【内容】制度説明・体験発表・子育て支援制度紹介
【対象】子どもショートステイ協力員家庭の利用を考え

ている方、協力員家庭の登録を希望する方。
【定員】２０名 託児：先着５名 （費用無料）
【申込み】地域子育て支援センター二葉

TEL ５３６３－２７１０

「初めてでも納得・成年後見入門の講座」
【日時】平成23年7月 6日（水）14:00～16:00

「初めてでも納得成年後見申立の講座」
【日時】平成23年7月19日（火）14:00～16:00

【会場】四谷地域センター 集会室２、３
【講師】公益社団法人 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
【定員】各回４０名
【参加費】無料
【申込方法】氏名･年齢･住所･電話番号を明記の上、下記

までお申込ください。（※先着順）

【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
TEL ５２７３－４５２２
FAX ５２７３－３０８２
e-mail：skc@ shinjuku-shakyo.jp

２２



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

※6月27日（月）より移転 〒169-0072 新宿区大久保３－１－１

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

但し、移転のため6月25日（土）はお休みします。

※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。

8

レガス新宿主催「新宿力パワーアップ講習」の第2回です。

色々なボランティアのかたちやポイントを知って、活動の

きっかけを一緒に作りませんか？活動実践者から直接お話

を伺います。

【日時】6月18日（土）14:00～16:00

【対象】区内在住・在勤者 ※定員40名

【参加費】無料

【会場】新宿コズミックセンター 5階 研修室

【申込】下記までご連絡ください。当日申込もＯＫ。

【問合せ】公益財団法人新宿未来創造財団（レガス新宿）

ＴＥＬ 3232-5121 ＦＡＸ 3209-1833

ボランティア入門講座
～自分らしいボランティアを始めよう～

自閉症の息子と父親の絆を描いた映画

『海洋天堂』
チャリティーペアチケット発売中

自閉症の息子を男手ひとつ
で育ててきた主人公は、自
分も余命わずかだと宣告さ
れる。残された時間で、自
分亡き後、息子がひとりで
も生きていけるようにと愛
を尽くす父親の姿を描いた
感動作『海洋天堂』。
（７月、シネスイッチ銀座
にて公開予定）
チケット代金の内100円が、
被災地の自閉症児の支援に
活用される本作のチャリ
ティーペアチケットが発売
中。詳細は公式サイトへ。

映画

http://www.kaiyoutendo.com
【問合せ】クレストインターナショナル

TEL 3589-3176

登録団体によるステージ発表や地域団体によ
る作品展示・体験コーナー設置など開館3周年記念イベ
ントが行なわれます。
社協では、区内の福祉施設・団体の皆さんと子どもから
大人まで楽しめる展示・体験・販売コーナーを企画して
います。景品があたるスタンプラリーもあります。
（10時～500枚限定配布）ぜひ遊びに来てください。
【日時】6月19日（日）10:00～17:00
【場所】四谷ひろば（四谷4－20旧四谷第四小学校）

四谷ひろばフェス２０１１
～手をつないで多世代交流～祭

映画

合言葉は“Si può fare（やればできるさ）! ”

『人生、ここにあり！』

イタリアでは、1978年に精神病院を廃止す
る法律“バザリア法”が制定され、98年には全

廃になりました。一般の入院患者たちは、病院から一般
社会に出され、町や家族の元へと帰されたのです。この
映画は、そんな中で精神病院から協同組合へと変身を遂
げたある施設の夢のような実話を基に作られ、イタリア
国内では1年以上に及ぶロングランを記録！
シネスイッチ銀座にて7月公開予定。日本語音声ガイド
付吹き替え版を作成中。詳細は公式サイトへ。
http://www.jinsei-koko.com/
【問合せ】

エスパース・サロウ
TEL 3496-4871


