
お問合せ・お申込は
新宿区成年後見センター（住所は4面をご覧ください）

電話：03-5273-4522 FAX：03-5273-3082 E-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp
新宿区社会福祉協議会は新宿区の委託を受け、成年後見制度推進機関（新宿区成年後見センター）を運営しています。

1面

町会・自治会・
民生委員を通じて

お住まいの地区の町会・自治会・ 
民生委員の方へお渡しください

募金箱 公共施設等に設置されます

新宿区社会福祉
協議会窓口

当会の窓口へ 
直接お持ちください

問合せ　法人経営課　03-5273-2941

募金の受付窓口はどこですか？

新宿区内における活用の事例を 3 面にてご紹介しています ➡

「じぶんの町をよくするしくみ」
赤い羽根共同募金運動へのご協力を！ 今年も10 月1日より、第 65 回赤い羽根共同募金運動

が始まります。この募金運動で集められた募金は、主に東
京都内における福祉施設の備品整備や各種事業に活用さ
れ、地域福祉の推進に役立てられています。

今年も皆さまの「地域でのたすけあい・ささえあい」に
支えられる共同募金運動にご協力くださいますよう、よろ
しくお願いいたします。

※共同募金への寄付は税法上の優遇措置を受けられます。

平成22年度の東京都内での配分実績
●配分件数：1357件
●配分総額：441,957,736円（うち新宿区内は54,840,980円）
活用実績
地域の福祉活動団体のために 397 件 220,153,736 円

障害者施設備品等整備のために 690 件 115,767,000 円

保育所や児童施設の備品整備等のために 238 件 79,881,000 円

高齢者用通院車両等の整備のために 30件 18,786,000 円

非行や犯罪防止のために 2件 7,370,000 円

募金はどのように活用されるのですか？

今
年
も
よ
し
も
と
が
や
っ
て
く
る
！

ものいい ショウショウ ロシアンモンキー 佐久間一行

成年後見制度について、吉本芸人によるコント・ 
芝居と専門家（弁護士）による解説を交えて、 
わかりやすくご説明します。ぜひご参加ください。

成年後見制度成年後見制度
★予約が必要です！

（予約された方に案内状をお送りします）

★参加費は無料！
★手話通訳付！

【 日　時 】  平成23年11月23日（水）祝日
 14:00 〜 16:00（開場13:30）

【 会　場 】 牛込箪笥区民ホール（新宿区箪笥町15）
【申込受付】  事前に申し込みが必要です。FAX･Eメール･

郵送･電話のいずれかで、氏名･年齢･住所･
電話番号を明記の上、ご連絡ください。 

（※先着380名）

成年後見制度とは？ 認知症、知的障害、精神障害などにより、
判断能力が十分でない人の権利を守る 
民法に基づく制度です。

共催：新宿区　協力：株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー　新宿公証役場

【出演者】ショウショウ　ものいい　ロシアンモンキー　佐久間一行　THE フォービーズ　【解説】弁護士 八 友一

だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティの実現をめざして

新宿社協だより
平成23年10月1日発行 第120号

120 号

新宿社協は 6 月 27 日に一時移転しました
（詳しくは 4 面をご覧ください）

「けやき」は2 ヶ月に1回・1日発行になりました
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2面

イベントの
お知らせ

新規一転！今年の四谷大好
き祭りは、風情あふれる荒木
町界隈で行います。

10 月 9 日（日）新宿社協
ブースを出します。子ども向け
イベントゲームや PR を行いま
す。他にも、四谷ボランティア・
地域活動サポートコーナーで
活動する小物作りボランティ
ア・グループ「布遊の会」の
皆さんやジョイント（若
年認知症社会参加支
援センター）の皆さん
の作品販売ブースもあ
ります。ぜひ、遊びに
来てください。

四谷大好き祭り 2011　 【対　象】 新宿区に在住または在学の18歳以上の心身ともに健康な方
【日　時】 12月 8・9・12・13日　午前9時30分〜午後4時30分
【会　場】 新宿区社会福祉協議会（大久保3-1-1）
【参加費】 テキスト代等　2,500円　　【参加申込】 11月15日（火）まで

申込・
問合せ

新宿区ファミリー・
サポート・センター 03-5273-3545

申込・
問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

ささえあいを学ぶ講習会です！今年もやってきた！
「四谷大好き祭り」 ～地域の中で子育てを応援してください！～

新宿区ファミリー・サポート・センター
提供会員講習会

介護支援ボランティア・ポイント事業
講習会

参加者
募集

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します。活
動に応じて貯まったポイントは翌年換金（上限5,000円）できます。

【対象】18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方。
【ボランティア活動】  ●区内高齢者施設でのボランティア活動　●地域見守り協力員（高齢者

宅への訪問見守り）　●ぬくもりだより訪問配布協力員（75歳以上の高
齢者への安否確認）　●ちょこっと困りごと援助協力員（電球交換等30
分以内の日常生活支援）　

【内容】「はじめてみよう、ボランティア活動」･･･ボランティア活動の紹介他
★年内3回開催します（各回とも先着順35名・費用無料）

日　時 会　場
10月 4日（火）　午後6時半〜 8時 新宿区社会福祉協議会（大久保3-1-1）
11月12日（土）　午前10時〜 11時半 新宿区社会福祉協議会（大久保3-1-1）
12月 5日（月）　午後2時〜 3時半 牛込箪笥地域センター バラA（箪笥町15）

新宿社協
助成金のご案内

区民の皆様からお寄せいただく赤い羽根共同募金と歳末・地域たすけあ
い募金を活用する助成金です。助成金の交付につきましては、外部の審
査委員を含めた審査委員会が実施されます。詳しくはお問合せください。

申請期限　平成23年11月30日（水）（今年度最終）
審査結果　12月末
お問合せ　地域活動支援課　03-5273-9191

【日時・場所】  10月7 〜 9日、荒木町・舟町周辺
◦ 昼の部：10月8・９日　午前10時〜午後5時 

杉大門通り・車力門通り
◦ 夜の部：10月7・８日　午後5時〜 9時　 

荒木公園界隈　参加店
【主　催】 四谷地区商店会連合会

牛込神楽坂
あなたの街をクローズアップ

細い路地に入れば、懐かしい昔の街並が味わえる神楽坂。そこ
から発信される魅力溢れる「アートと文化」、そしてそれを担う人々
が一年に一度集結した祭り「神楽坂まち飛びフェスタ 2011」が今
年も 10 月 15 日から開催されます。

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナーのボランティア・
グループの皆さんは、現在自身の得意とするさまざまな作品（ビー
ズ、小袋など）を「まち飛びフェスタ」に合わせて手造りしています。
作品を通じて地域の方と交流し、かつ販売して福祉活動に役立て
ることにしています。（10 月22 日毘沙門天境内（①）にて出店予定）

今回の祭りではタリーズコーヒー神楽坂店内（②）で新宿生活実
習所（知的障害者の方が通う施設）の利用者さんの作品が展示さ
れます。ぜひお立ち寄りご覧下されば幸いです。よろしくお願いい
たします。

雰囲気のある街並み・文化を大
切に残しつつ、新しい風がつねに吹
いている神楽坂界わい。子育て世
代の若い方も多く、子どもから高齢
者まで、幅広い方々が生活している、
牛込地域を紹介いたします。

地域に住むお母さん達が中心となって運
営する親子の居場所です。いつでも行け
る場所であり、みんなで楽しめる講座やイ
ベントもあり、今日もたくさんの子どもた
ちの元気な声、お母さんの笑い声が聞こ
えてきます。

親子で楽しめるサロンや子育ての相
談窓口、児童コーナーなどがあります。
子どもに関する地域の拠点です！

神楽坂まち飛びフェスタ2011

箪笥町特別出張所
牛込箪笥地域センター
牛込箪笥区民ホール

牛込保健センター
弁天町保育園
新宿生活実習所

ゆったりーの
北山伏児童館
北山伏ことぶき館

榎町子ども家庭
支援センター

古い街並みと新しい
文化が融合する街

昨年までのメイン会場・四谷ひろばでの様子です

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

来室される方のご相談は、ボランティア活動、就職、生活上
の相談、介護相談など多種多様です。相談者が帰られたあと、
適切な対応が出来たのだろうかといつも考えています。明るい
居場所作りも心がけていますのでお気軽にお出かけください。
どんな方とお会いできるのだろうかなと楽しみにしております。

牛込ボランティア・
地域活動サポートコーナー

自分の責任で自由に遊ぶがモットー。どんな遊びを
するかは子どもの自由！想像力を働かせて…やってみた
いことに挑戦しよう！（不定期開催）

神楽坂あそびの杜

毘沙門天

1

2

写真撮影協力：久保寺康二さん

コーナー職員

社協ホームページ
地区紹介ページも
見てください

牛込は
ネコが多いまちです

今年は四谷・荒木町界隈で開催します！！

講習会の
お知らせ

受講者
募集
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3面

申込・
問合せ 貸付担当 03-5273-3541

交流サロンを
スタート！

支援イベントを
実施！

地域住民の方や、新宿けやき園・（株）日本
財託のご協力をいただいて、福島・宮城・岩
手からお越しの方々をはじめ、どなたでも気
軽に立ち寄れる憩いの場として、「交流サロン」
を開設しています。サロンでは、3 県の地方
紙や各種情報紙の閲覧コーナー、生活に関す
るご相談やレンタルサイクルなどの受付を行っ
ています。

また、7 月からは、地域情報の発信ツール
として、「交流サロン通信」を月 2 回発行して
います。

8 月 6 日（土）、（株）
丸井グループの主催
で、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、交流サロンの運営支援をいた
だいている㈱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
営をお手伝いくださいました。

また、当日は会場近くの都営団地集会室で、
新宿区と NPO 法人介護者サポートネットワー
クセンター・アラジンが運営している「ほっと
安心カフェ」と「百人町寺子屋」（夏休み特別
企画）の活動とも連携して行いました。

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。

「まいぺーす」は、新宿 7丁目にある、障害をもっ
た小・中・高校生を対象にした学童保育です。放課後、
夏休みなどの長期休暇中の居場所を提供し、社会
的マナーや友人関係の構築を目的に、3 年前から
活動を開始しました。

地域の方々によりこの「まいぺーす」を知ってい
ただくよう、毎年「まいぺーす祭り」を開催してい
ます。ここに皆さまからの募金が活用されました。
地域の方々に普段の活動の様子を見ていただいた
り、実際の福祉用具に触れていただいたり。また
そのきっかけとなるように、出店や子ども達が喜ぶ
ような遊びスペースを設け、楽しく地域の方々に理
解を深めていただく機会となっています。そしてここからスタート
する相互理解を大切に、今後も活動を継続されていきたいとのお
話でした。

共同募金は災害支援にも役立てられます。
皆さまからお寄せいただいた共同募金のうち、毎年その 3％を上限とした

額の 3ヵ年分が災害準備金として積み立てられ、地震や台風などの大規模災
害時には、被災地支援に役立てられます。

この度の東日本大震災では、東北 3 県の各市町村を中心に各所で災害ボ
ランティアセンターが立ち上げられ、被災者に寄り添う活動をしています。現
在、全国の共同募金会において積み立てられた災害準備金から、そのセンター
の立上げ・運営資金や被災県からの避難者生活支援として 3 億円が交付され、
今年度末までには更に 4 億円が被災地支援に充てられる予定です。

助成金を活用させていただき、盛大
にお祭りを無事終えることができて大
変感謝しています。福祉という狭い世界

での活動は限界がある中で、このような手助けをいただくことで地域でも
活動しやすくなるのは事実です。今後も地域の“まいぺーす”として認め
ていただけるように精進していきますので、よろしくお願いいたします。

東日本大震災で被災した低所得世帯
の方に、当面の生活等に必要な資金を
貸付けます。

■資金の内容
①一時生活支援費

当面 6 ヶ月以内の生活費（月額 15 万円以内
の必要額、複数世帯は 20 万円）

②生活再建費
転居費用、家具什器費、車両購入費用等の
必要額（80 万円以内）

③ 住宅補修費（震災発生時の居住地の 
社会福祉協議会で申請）
住宅補修等に必要な費用（250 万円以内）

■貸付条件
貸付利子： 連帯保証人いる場合は無利子、 

いない場合は年 1.5％の有利子
返済期間： 2 年以内の据置後、最長 20 年で

返済
※ その他貸付要件、必要書類等ありますので、

まずは下記までお電話でご相談ください。ま
た、貸付審査があるため、資金交付まで 1ヶ
月ほどかかります。

※ 特に申請者が 65 歳以上の場合、①震災ま
で就労しており、②元の仕事に復帰できる見
通しが高い、又は新たな仕事が決まっている
ことが条件となります。

東日本大震災 新宿社協では引き続き被災者の支援活動を行っています！

生活復興支援資金
貸付のご案内

赤い羽根共同募金
活用報告

新宿区内で有効に
活用されています。

「まいぺーす」の方から
のコメント

街頭募金のお知らせ
新宿社協では今年も街頭募金を行います。
皆さまのご協力、よろしくお願いいたします。

■実施日 …  平成23年10月3日（月）・ 
4日（火）・5日（水）

■時間 ……  午前8時から10時および 
午後4時から5時

■場所 ……  JR高田馬場駅　コンコース

問合せ 法人経営課 03-5273-2941

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

社会福祉法人　新宿あした会
障害児等タイムケア事業　まいぺーす

地域の方々が「まいぺーす祭」に集まりました。
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新宿区社会福祉協議会 ご案内　ホームページ http://www.shinjuku-shakyo.jp

高
田
馬
場
駅

至池袋
新宿区社会福祉協議会前

東西線 7番出口

至 新宿

早稲田口
早稲田通り

諏訪通り

案内用の
看板があります

馬場口交差点

諏訪町交差点

戸塚第二
小学校

明
治
通
り

Ｊ
Ｒ
山
手
線

西
武
新
宿
線

BIG
BOX

オリンピック

区立西早稲田中学校

都立戸山高等学校

早稲田大学
理工学部

新宿
コズミックセンター
新宿
コズミックセンター

入り口入り口

新宿コズミック
センター前

都立
障害者センター前

学習院
女子大学前

戸山公園

地下鉄副都心線
西早稲田駅

新宿区
社会福祉協議会
（仮事務所）

3 番出口

新宿区社会福祉協議会
（移転前）

新宿区社会福祉協議会では、エレベーター設置等のため一時移転いたしました。平成 24 年 1 月頃までの予定です。
皆さまにはご迷惑とご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解の上、ご協力をお願いいたします。

●東京メトロ副都心線  西早稲田駅 下車　3 番出口から徒歩 3 分
●東京メトロ東西線  高田馬場駅 下車　7 番出口から徒歩 20 分
● JR 山手線・西武新宿線  高田馬場駅 下車　早稲田口から徒歩 15 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」早稲田⇔新宿駅西口／「都立障害者センター前」下車徒歩 3 分

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-1
電話：03-5273-2941（代表）　FAX：03-5273-3082
E メール：houjin@shinjuku-shakyo.jp

法人経営課 03-5273-2941
地域活動支援課（新宿ボランティア・市民活動センター） 03-5273-9191
ふれあい福祉相談 03-5273-8550
ファミリー・サポート・センター 03-5273-3545
成年後見センター 03-5273-4522
地域福祉権利擁護事業担当 03-5273-4523

● 四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー
開所時間：月～金 午前 10 時～午後 5 時（12 時～ 13 時は休み）
新宿区内藤町 87　四谷特別出張所内 TEL･FAX：03-3359-9363

● 牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
開所時間：月～金 午前 10 時～午後 5 時（12 時～ 13 時は休み）
新宿区箪笥町 15　箪笥町特別出張所内 TEL･FAX：03-3260-9001

● 大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
開所時間：月～金 午前 10 時～午後 5 時（12 時～ 13 時は休み）
新宿区大久保 2-12-7　大久保特別出張所内 TEL･FAX：03-3209-8851　

● 落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
開所時間：月～金 午前 10 時～午後 5 時（12 時～ 13 時は休み）
新宿区下落合 4-6-7　落合第一特別出張所内 TEL･FAX：03-5996-9363　

● 淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
開所時間：月～金 午前 10 時～午後 5 時（12 時～ 13 時は休み）
新宿区北新宿 2-3-7　柏木特別出張所内 TEL･FAX：03-3363-3723

 

ご寄付の
御礼

皆さまのお心のこもったご寄付
ありがとうございました！

［ 平成23年7月1日〜8月31日・五十音順・敬称略 ］

6月27日に
一時移転しました！ 電話・FAX 番号は

変わりません

4面

開所時間　月～金　午前8時30分～午後5時
ボランティア相談は土曜日も開所

volunteer@t141-98.dedicated.clara.ne.jp

ボランティア募集情報や講座案内を随時メール配信します！
携帯電話で右記の QR コードを読み取るか、下記メールアドレスへ空メール

を送信してください。折り返し登録サイトのご案内メールが届きますので、案
内に従ってご登録ください。（パソコン・スマートフォンからはご登録できま
せん。お問い合わせください。）

登
録
方
法

【登録用メールアドレス】volunteer@t141-98.dedicated.clara.ne.jp

［暮らしのサポート事業］

★新宿社協では視覚障害をお持ちの方のために、本紙の『音声テープ』をお貸ししています。ボランティア団体「ぐるーぷ・カナリヤ」さんのご好意によるものです。どうぞご利用ください。

生活福祉資金・教育支援資金
（学校の授業料・入学金等）

受験生チャレンジ支援貸付事業
（学習塾等の受講料と高校・大学等の受験料）

所得の少ない世帯に対して、学校教育法に規定する高
校・高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に入学又
は在学している方を対象に、入学金・授業料等などに必
要な費用の貸付相談を受けております。

修学する本人が資金の借受人、世帯の生計中心者の方
が連帯借受人となって資金を借り受けて修学し、卒業して
から返済していただきます。進学・進路及び返済の意思
について家族での話し合いを充分に行っていただいた上
でご申請ください。民生委員の面談も必要となります。

審査がありますので、申請から貸付金交付まで 1ヶ月程
度かかります。また、その他貸付の条件及び必要書類があ
りますので、お早めに下記までお電話にてご相談ください。

所得の少ない世帯に対して、中学 3 年生、高校 3 年
生の保護者の方を対象に、学習塾等の受講料（上限 20
万円）、高校・大学等の受験料の貸付（無利子）のご相
談をお受けしています。高校・大学等に入学した場合は、
返済が免除されます。

審査がありますので、申請から貸付金交付まで 1ヶ月
程度かかります。また、その他の条件及び必要書類があ
りますので、お早めに下記までお電話にてご相談ください。

利用会員さんより嬉しいお言葉をいただきました！

問合せ 貸付担当 03-5273-3541

問合せ チャレンジ支援貸付担当 03-5292-3250

教育資金を
サポートします！

新宿社協では短歌・俳句や写真、
絵の投稿を随時受け付けています。
投稿ご希望の方はまず法人経営課
03-5273-2941までお問合せください。
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暮らしのサポート利用会員（大正生まれの方）からのお言葉＆作品

「支えをいただいて」
「今日は」明るい声と共に私のうれしい時間が始まる　
社協さんだ
「今日はお部屋を片づけましょう」
散らかった部屋が見る見るきれいになる　
手際の好さに唯見ているだけ
「お体調子は如何ですか」　
仕事をこなしながら短い対話　一週間早いですね　
ひとりの私にはうれしい時間だ
洗濯干し　買物　通院　時間は疾く　十時―十二時となる
又来週よろしくお願いいたします　
お茶ものまずに帰って行かれる　
これが週一回の社協さんと私の生活です　
昔の老人はどうだったのか　此の時代の有難さを感じます
けれど若い方々の作った創案は　
たまに少々の違和感もありますが
最後のオアシスとして感謝して居ります
※�文中の「社協さん」というのは、�
暮らしのサポート協力員のボランティアのことです。

【寄付物品】
物　品 氏　名 住　所

使用済切手多数 川島宏 四谷
使用済切手多数 株式会社　すずや 歌舞伎町
２穴ホルダー (5100 冊）損保ジャパン 西新宿
使用済切手５ｋ・プリペ
イドカードﾞ480 枚 東京税理士会四谷支部 四谷

使用済切手多数 みどりクラブ (社団法人
東京都老人クラブ連合会） 四谷

使用済切手多数 村松つよし 四谷
スズキセニアカー1台 山藤博司 大久保
未使用葉書 40 枚 匿名 西早稲田
官製はがき5,000 円分 三上美智子 百人町

【その他】●紙おむつ　●シャワーチェアー　●車椅子(状態の良い物）
●シルバーカー　●ポータブルトイレ(未使用）　●お米10kg
地域で必要とされている方々に活用していただきました。
※�おむつが必要な方は（個人、団体にかかわらず）ご連絡ください。
※未使用のおむつがありましたらご連絡ください。

【寄付金】
名　前 住　所 金額（円）

伊藤泰雅 豊島区長崎 2,000
奥野節子 余丁町 6,850
新宿環境リサイクルの会 四谷 7,300
高橋　陽子 三栄町 3,000
戸山ハイツ西通り商店会 戸山 27,999
株式会社　日本財託 西新宿 5,000,000
日刊スポーツ新聞社 中央区築地 100,000
双葉友の会 戸山 1,000,000
真壁　繁 上落合 10,000
増本　サチ子 市谷薬王寺 2,000
向井貢 (牛込ボランティアコーナー） 1,500
目白大学人間福祉学科 中落合 17,000
ワールドリサイクル市民の会
（クルクルピー） 江戸川区西葛西 50,000

匿名 (4件） 25,500
合計 6,253,149
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