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

o unteer９

田宮一茂

Ｖｏｌ.２３１
２０１１年

月

毎月１５日発行

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。

都営百人町アパート

新宿マルイ 本館

報告 衣料品お楽しみバザー

募集 衣料品下取りチャリティー

８月６日（土）に㈱丸井グループが、お客
様からご提供いただいた新品や新品同様の春
夏物衣料品を寄贈するイベントを開催しまし
た。今回は新宿けやき園のご協力のもと、け
やき広場にて開催し、㈱日本財託の社員の
方々や、早稲田大学の学生さんたちがボラン
ティアとして運営をお手伝いしてくださいま
した。
今後も、地域
住民の方や
NPO・企業
・団体・行政
等と連携を図
りながら、様
々な支援活動
を継続してま
いります。

被災地で役立つ新品や新品に近い衣料品をお客さまから下取
りし、㈱丸井グループ社員が直接被災地へお持ちしてご提供す
るものです。皆様のご参加をお待ちしております。

㈱丸井グループ・㈱日本財託は新宿企業ボランティア連絡会に
加盟しています。

○お問合せ先 新宿マルイ 本館 ストアサポート担当
TEL 03-3354-0101

下取りにご協力いただいたお客さまには、衣料品1点につき、丸井全店でお使
いいただける200円の割引券（※）を差し上げます。
※一部ご利用対象外があります。

○日時 2011年10月13日(木)～16日(日) 4日間 11時～19時
○場所 新宿マルイ 本館 B１Fファミマ!!側特設カウンター
○対象 秋冬物の衣料品
【受付できるもの】
婦人服・紳士服・スポーツウエア・バッグ・マフラー・手袋・
ニット帽等の防寒雑貨⇒新品や新品に近い状態の良いもの
※肌着・靴下・子供服⇒新品に限らせていただきます。
【受付できないもの】
婦人スーツ・着物・水着・学校制服・ユニフォーム・
体操着・靴

※ご提供いただいた衣料品は直接被災地へお持ちします。

地区情報
報告 落合三世代交流サロン夏祭り
８月６日、落合三世代交流サロンで恒例の夏祭りが行われまし
た。的当てゲームや人形すくい、アニメソングのギター弾き語り
にお子さんは大盛り上がり！
午後の最後のイベントの盆踊りには浴衣を着た女の子達が落合
三世代交流サロンの事務局長が打つ太鼓の音に合わせ楽しそうに
踊っていました。２００名を超える来場者が訪れとっても賑やか
な夏祭りでした。

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。

募集情報に関する問合せ

障がい者関係
お祭りのお手伝い(弁天町)

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

個人
１

９

リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

販売・体験コーナーの運営補助

病気の後遺症により寝たきりの15歳の女の子

要件：11月12日（土）9時～16時 施設：新宿生活実習所

要件：女性

犬の散歩をしながらお話し相手（戸山） １０

児童関係

70歳代女性・電動車椅子使用
要件：日時応相談

こどもまつりのお手伝い（市谷薬王寺町） ２
お店の運営・片付け等

通院の付き添い（若葉）

要件：10月22日（土）13時～16時半

80歳代女性

施設：区立薬王寺児童館

要件：日時等要問合せ 行き先：区内病院

子育て支援講座中の託児（信濃町）

３

外出時の車椅子介助（戸山）

１１

１２

要件：9月28日・10月5・12・15・19・26日

60歳代女性・車椅子使用

10時～12時半 施設：信濃町子ども家庭支援センター

要件：日時等要問合せ 行き先：サンシャイン水族館

「ふれあい動物園」のお手伝い（中井） ４

１３

病気によりお掃除が困難な60歳代女性

要件：9月28日（水）10時～17時

要件：日時等要問合せ 活動場所：自宅

活動場所：落合公園

イベント時の託児（北山伏町）

お掃除のお手伝い（若葉）

５

お買い物の付き添い（若葉）

１４

親子向けに開催されるイベントのサポート

80歳代女性

要件：毎月第4水曜 9時50分～16時15分

要件：日時等要問合せ 行き先：近隣のスーパー

高齢者関係

通院の付き添い（若葉）

１５

疾病治療中の70歳代女性
要件：日時等要問合せ 行き先：区内病院

レクリエーションのお手伝い（上落合） ６
編み物・折り紙・水彩画等
要件：月曜～土曜

13時～14時半 施設：花実静華庵

デイサービスでの活動支援（早稲田鶴巻町）７
お話し相手・一芸披露・介助見守り
要件：月曜～土曜

施設：アビリティーズデイサービス

レクリエーションのお手伝い（百人町） ８

その他
１６

コミュニティカフェのお手伝い（四谷三丁目）
要件：火曜・水曜・木曜13時～17時半
施設：セキュアベース四谷

四谷大好き祭りのお手伝い（荒木町） １７

囲碁将棋・劇や体操等

社協ブースの運営補助

要件：日時等要問合せ 施設：新宿けやき園

要件：10月9日（日）活動場所：荒木町

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。

募集情報に関する問合せ

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

１９
戸山あそび場（プレーパーク）のお手伝い（大久保）

その他

倉庫やバックヤードの整理・掃除・ペンキ塗り
要件：日時等要問合せ

施設：都立戸山公園のびのび広場

１８

コーヒーとケーキの配膳のお手伝い（百人町）
市場とカフェを併設した地域交流イベント
要件：9月20日（火）13時～15時

施設：新宿けやき園

２０

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：日時要相談

情報掲示板

施設：エコギャラリー新宿

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。

親族後見人等交流会＆
後見人講座のご案内！

特定非営利活動法人ぱれっと
第28回ぱれっと福祉バザー

１、親族後見人･市民後見人交流会
○日時 10月8日（土）14時～16時
○内容 親族後見人調査の報告、情報交換、専門家の助言
○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

特定非営利活動法人ぱれっとは「就労・暮らし・余暇な
どの生活場面において障害のある人たちが直面する問題の
解決を通して、すべての人たちがあたりまえに暮らせる社
会の実現に寄与する」ことを目指して、活動を展開してい
ます。バザーの他、面白パフォーマンスやゲームを行いま
す。ぜひご参加ください。また、今年は売り上げの10％を
東日本大震災の支援金に充てさせていただきます。
○日時
10月9日（日）11時～15時30分
○場所
渋谷区立長谷戸小学校体育館

２、成年後見講座
～専門職後見人からみた“後見活動の現場”～
日時が決まり次第、随時ホームページ上に掲載致します。
いずれも10月中に行われます。

また、バザーに出品する物品も募集しています。
○募集
新品同様の衣料、日用雑貨、保存食品、
手工芸品等
○「弁護士後見人からみた後見活動 ～法律面を中心に～」
○受付期間 9月30日（金）まで
講師 東京弁護士会 石黒清子氏
○問合せ
ぱれっとバザー事務局 菅原・左右木
○「社会福祉士後見人からみた後見活動
〒150-0011 渋谷区東3-19-9
～身上監護面を中心に～」
恵比寿イーストビル101
講師（社）東京社会福祉士会 権利擁護センター
ＴＥＬ 5766-7302（月～金9時～18時）
「ぱあとなあ東京」 東早苗氏
○「司法書士後見人からみた後見活動
～財産管理面を中心に～」
赤い羽根共同募金のご協力を
講師（公社）成年後見センター リーガルサポート
お願いいたします
東京支部 岡田和代氏
１，２共通
今年度は「じぶんの町をよくするしくみ」というスローガ
○会場
新宿区社会福祉協議会 会議室
ンのもと、10月1日から赤い羽根共同募金運動がはじまり
○定員
各回40名
ます。皆さまのご協力をおねがいいたします。なお、赤い
○参加費
無料
羽根共同募金は被災地支援にも役立っています。
○申込方法 ＦＡＸ･Ｅメール･郵送･電話のいずれかで
○募金方法 ・町会、自治会を通して募金
氏名･年齢･住所･電話番号を明記の上、下記
・各地域の特別出張所窓口
までお申込ください。（※先着順）
・各公共施設等設置の募金箱
○問合せ･申込み先
・社会福祉協議会窓口
新宿区社会福祉協議会 新宿区成年後見センター
（寄付金は税法上の優遇措置を受けられます）
〒169-0072 新宿区大久保3-1-1
平成23年10月1日～10月31日
○日時
TEL
5273-4522
FAX 5273-3082
新宿区社会福祉協議会法人経営課
担当岡田
○問合せ
MAIL skc@shinjuku-shakyo.jp
TEL
5273-2941
URL http://www.shinjuku-shakyo.jp

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。

介護支援ボランティア・ポイント事業
講習会

第２回リカバリー「回復の祭典」
心の病から回復～今ここから

ボランティア活動を通じて地域でいきいきと暮らせる
ように応援する事業です。今年4月より18歳以上の方が
登録できるようになりました。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
10月4日（火）18時30分～20時
※ 定員35名（先着順） 費用無料
○場所
新宿区社会福祉協議会（大久保3-1-1）
○問合せ
新宿区社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
ＴＥＬ 5273-9191

リカバリーパレードとは、「アルコール・薬物・ギャン
ブルなどの依存症や統合失調症・うつなどの心の病、生き
づらさ」から回復している本人、家族・友人、関係者、そ
して一般の賛同者が新宿に集まって「回復」を喜び祝うパ
レードを行い、一般の人たちに回復の姿をアピールするイ
ベントです。
○日時
平成23年10月9日（日）10時30分～16時
新宿文化センター及び新宿駅周辺
○場所
○対象
この運動に賛同するすべての団体・個人
○参加費 無料（献金をお願いします。）
○問合せ リカバリーパレード「回復の祭典」実行委員会
MAIL info@recoveryparade-japan.com

子どもショートステイ協力家庭を募集

女子医大ファミリーサポート
「保育サービス講習会」受講者募集

子どもショートステイは、保護者の方が急用などで一時
的に子どもを養育できない場合に、二葉乳児院（南元町
４）か地域の協力家庭で、お子さんを1週間までお預かり
する制度です。区では「協力家庭」を募集しています。区
内在住で保育士・教員・看護師等の資格をお持ちか認証研
修（左記）を受け、一定の条件を満たす方は協力家庭とし
て登録いただけます。地域の子育て支援活動をしてみたい
とお考えの方は、ぜひ認証研修にご参加ください。
○内容 区の子育て支援の現状、乳児期・学童期の生活と
発達、現場見学（子ども家庭支援センター）等
○日時 10月19日（水）、28日（金）、31日（月）
いずれも9時30分～16時30分 全3回
その他現場実習あり
○会場 地域子育て支援センター二葉（南元町４）
○申込 ＴＥＬ 5363-2170

新宿ボランティア
市民活動センター

東京女子医科大学職員の子育てを支援して下さる提供会
員を募集します。保育サービス講習会を受講し、女子医大
の子育て応援団になってください。講座修了後、女子医大
ファミリーサポートの提供会員に登録後、援助活動ができ
ます。（1時間800円程度の報酬）
11月2日(水)4日(金)8日(火) 9時30分～16時
○日時
13時～16時
11月10日（木）
11月16日（水）21日（月）10時～16時
○対象
新宿区及び近隣に居住している20歳以上の健康
で子ども好きな方、または大学職員関係者
○場所
東京女子医科大学南別館１階大会議室他
○参加費 テキスト代2500円
○問合せ 女子医大ファミリーサポート室
ＴＥＬ 5369-9075

TEL.5273-9191 FAX.5273-3082
MAIL shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
URL
http://www.shinjuku-shakyo.jp
〒169-0072新宿区大久保３－１－１
開所日時 ：月～土曜日 ８：３０～１７：１５
※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。

掲載
には
本紙 い情報も
されな 電話へ
携帯 信中！
配
随時

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

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

落合第一
落合第二

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

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

柏木
角筈

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

ファミリーサポートセンター

TEL.5273-3545

