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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。

地区情報
落合地区
落合第一・第二地区

報告 見守り協力員 合同連絡会
地域の高齢者の方への見守り・声かけ活動をされ
ていてる見守り協力員さんの連絡会が、9月下旬に開
催されました。今回は落合第一・第二合同の連絡会
ということで、集まった協力員さんは30名以上！初
対面の方が多く、最初はなんとなく緊張したムード
でしが、グループワークのテーマである「対象者さ
んにお願いをされたら」「協力員を長く続けるコ
ツ」で相互に意見交
換を始めると、あっ
という間に意気投合。
それぞれの日ごろの
見守り活動について
思いの丈を語り合い
ました。

淀橋地区

高田馬場

募集 白寿会 活動紹介
「高田馬場 白寿会」とは、高田馬場3丁目在
住の方々で運営される老人会です。活動の一つで
ある｢裁縫ボランティア」活動では有志の方々が新
しいタオルを持ち寄り、雑巾に仕立て、社協を通
して地域の施設や団体へ１０年以上寄付してくだ
さっています。差し上げた方からは「きれいな雑
巾をいただき助かります」
と喜ばれています。
タオルを募集しています！
下記までお問合せ下さい。
【問合せ】
ボランティア・市民活動
センター
TEL 03-5273-9191

淀橋カフェ開催
淀橋地区部会主催

予告 淀橋カフェ（仮）開催！！
新宿社協「淀橋地区部会」では、地域交流と出会いの場として地域
の皆さまが気軽に集まる「カフェ」を開催いたします。災害への日頃
の備えを話し合ったり、身近なところで地域のゆるやかなネットワー
クを作りませんか？皆様のご参加をお待ちしております。
【日時】平成23年11月15日（火）18時～20時
【問合せ】ボランティア・市民活動センター
担当：田中・鈴木 TEL 03-5273-9191
【場所】新宿中央公園内「エコギャラリー新宿」

地区情報
牛込地区
報告

東日本大震災
被災学校支援活動

OPEN 「神楽坂坂上サロン」

9月10日（土）に牛込A地区（津久戸小、江戸川小、市
谷小、愛日小、早稲田小、鶴巻小、市谷幼稚園、あいじつ
子ども園）の校園長会の呼びかけのもと、紙が不足してい
る被災小学校（岩手県）へ紙を送る活動が行われました。
印刷・製本業者の皆さまより紙をご寄付いただき、その紙
類を子ども・保護者、地域の方々、教員の方々の手により
一つ一つ梱包しました。そして、ガソリンなどの必要経費
を企業の方々からご支援いただき、被災地支援を行ってい
るボランティア団体が紙を現地へお届けするという、本当
に多くの方々の力が合わさっての支援活動となりました。
社協は紙をお届けする部分のコーディネートで関わらせて
いただきました。ご協力いただきましたヤマヒロ株式会社
様、市民ネットワークやっ
ぺし！東北様、誠にありが
とうございました。新宿の
子ども達のメッセージが添
えられたたくさんの段ボー
ル箱と共に、関わった皆様
の思いも一緒に届き、被災
地の子ども達の今後の力に
なっていくことと思います。

ボランティア募集情報

今年の春に新設された「高齢者福祉施設 神楽坂」
内に新しく『神楽坂坂上サロン』がオープンしました。
気軽におしゃべりをしたり、体躁や町歩きの講座も企
画しています。ぜひお立ち寄りください。

予告

牛込地区部会主催

ぷちボラカフェ

お茶を飲みながら、その場に同席されたご近所さんと
おしゃべり。社協と地域の方が一緒になり、気軽に地域
の方々が交流できる場所を作りたい、と初めての試みを
行います。その場でできるぷちボランティア体験もあり
ます。是非、お気軽にお立ち寄り下さい！
○日時 10月30日（日）13時～16時
○場所 高齢者福祉施設「神楽坂」1階
地域交流スペース＆テラス（矢来町104）
東西線神楽坂駅出口より徒歩2分
【問合せ】ボランティア・市民活動センター
担当：菊池・出店 TEL03-5273-9191

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

児童関係
子育て支援講座中の託児（信濃町）

１

要件：10月26日、11月16日・19日

要件：月曜～金曜

10時～12時半 施設：信濃町子ども家庭支援センター

講演会中の託児（信濃町）

園児の外出の付き添い・遊び相手（北新宿）３

２

要件：11月2日（水）9時半～12時15分
施設：信濃町子ども家庭支援センター2階

時間応相談

施設：よろい保育園

こどもまつりのお手伝い（市谷薬王寺町） ４
お店の運営・片付け等
要件：10月22日（土）13時～16時半
施設：区立薬王寺児童館

障がい者関係
子どもの遊び相手・活動補助（東新宿） ５
要件：月曜～土曜（随時募集中）
施設：新宿あした会まいぺーす（知的障がい児学童クラブ）

知的障がい者施設でのお祭りのお手伝い（弁天町）６
販売・体験コーナーの運営補助
要件：11月12日（土）9時～16時
施設：新宿生活実習所

ボランティア募集情報
高齢者関係

募集情報に関する問合せ

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

個人

囲碁の相手ボランティア（北新宿）
要件：水曜・土曜

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。

７

10時～16時

施設：北新宿高齢者在宅サービスセンター

その他

外出時の車椅子介助（戸山）

９

60歳代女性・車椅子使用
要件：日時等要問合せ 行き先：サンシャイン水族館

犬の散歩をしながらお話し相手（戸山） １０

四谷スポーツ文化フェスタ（四谷四丁目）
８
高齢者向けブースのお手伝い
要件：11月3日（火・祝） 9時～17時

70歳代女性・電動車椅子使用
要件：日時応相談

場所：四谷ひろば

情報掲示板
介護支援ボランティア・ポイント事業
講習会
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
11月12日（土）10時～11時半
※ 定員35名（先着順） 費用無料
○場所・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 03-5273-9191

今年もよしもとがやってきた！
笑って納得！！成年後見制度 ～いまからできること～
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。
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(電話は連絡時)、
お申込ください。※先着380名
お申し込みをいただいた方には招待状をお送りします。
○日時
11月23日（水）14時～16時(開場13時半)
○場所
牛込箪笥区民ホール（新宿区箪笥町15）
○出演
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
八杖 友一 弁護士
○問合せ 新宿区社会福祉協議会新宿区成年後見センター
ＴＥＬ 03-5273-4522
ＦＡＸ 03-5273-3082
E-mail skc@ shinjuku-shakyo.jp

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。

第4回グリーンエレファント・グリーンバード
新宿区内福祉施設 コラボそうじ
「コラボそうじ」は、清掃
を通じて障害のある人もない
人も混ざり合う場として、株
式会社丸井新宿マルイ本館の
社員有志グループ「グリーン
・エレファント」、日頃から
清掃活動に取り組むNPO法人
グリーン・バードと、新宿区
内の福祉施設が連携・協力して実施しています。清掃後に
新宿マルイ本館にて交流会も企画しています。清掃だけの
ご参加もOK！お気軽にご参加ください。
○日時
11月9日（水）9時15分集合
※雨天時11月１６日（水）に延期
○場所
新宿マルイ本館裏（新宿区3-30-13）
○問合せ 新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課
ＴＥＬ 03-5273-9191

子どもショートステイ協力家庭を募集
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。
区内在住で保育士・教員・看護師等の資格をお持ちかファ
ミリーサポート提供会員にご登録の方で一定の条件を満た
す方は「協力家庭」として登録いただけます。
○登録説明会
研修ガイダンス、区の子どもの問題の状況と支援策等
○日時
11月28日（月）10時～15時半
※事前に家庭訪問あり
○問合せ 地域子育て支援センター二葉 担当 大矢
ＴＥＬ 03-5363-2170

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。

介護教室ほっと倶楽部新宿駅前校ホームヘルパー
2級講座のご案内【無料体験セミナーあり】
ホームヘルパー2級の資格を取って介護のお仕事をして
みませんか？受講前に無料体験セミナーに参加して介護の
楽しさを実感してください。定員は20名です。
☆無料体験セミナー
○日時
11月18日（金） 10時～12時
☆ホームヘルパー2級講座（通学制）
○日時
11月23日（水）～2012年1月30日（月）
通学18日、実習4日
9時15分～17時 ※日によって異なります。
○場所
介護教室ほっと倶楽部新宿駅前校
新宿区西新宿7-7-30 小田急柏木ビル6階
○受講料 税込89,800円（テキスト代含む）
※この他に交通費等負担あり。
○問合せ 株式会社ニッソーネット 担当 石川・吉村
「介護教室ほっと倶楽部新宿駅前校」
TEL 03-3360-2101

第28回東京都精神障害者スポーツ交流祭
ボランティア募集のご案内
東京都精神障害者スポーツ交流祭(バレーボール大会)を
東京体育館にて開催します。東京都全域にある270ヶ所あ
まりの精神障害者施設に所属する人たちが、バレーボール
を通じて交流を図るスポーツの祭典で、コート担当をお手
伝いしていただける方を50名募集しています。
11月22日（火） 9時～17時
○日時
東京体育館（ＪＲ「千駄ヶ谷」駅徒歩１分）
○場所
○主催
東京都精神障害者地域生活支援とうきょう会議
○問合せ 「東京都精神障害者スポーツ交流祭」
実行委員会 担当 藤巻
ＴＥＬ 03-3874-7540

新宿ボランティア
市民活動センター

来て！見て！ドキわくっ！ＢＩＧ

ＢＡＺＡＲ

ほしい物たくさん！わくわくドキドキのバザーです！
ぜひ遊びに来てください。
○日時
11月2日（水）10時半～12時
新宿区西新宿4-20-11
○場所
新宿区立新宿養護学校 校庭にて
（都営大江戸線 西新宿五丁目より徒歩7分）
○注意
駐車スペースがありませんので、お車での来
場はご遠慮ください。
○問合せ 新宿区立 新宿養護父母会
担当 藤原
ＴＥＬ 090-2464-6176

「落合の里 チャリティジャズコンサート」
○日時
○場所
○入場料
○出演

10月23日（日）13時開演
落合第二小学校体育館
無料
ザ・ヴィンテージオーケストラ
デュークグリーンサウンド
落合第二小学校音楽クラブ （順不同）
担当 志村
○問合せ 上落合東部町会青壮年部
ＴＥＬ 080-3028-3914

夏のご家庭での節電のお礼について
この夏の電力需要につきまして、多くの皆さまの節電
へのご理解とご協力のおかげで需要の安定を確保できま
した。電気使用量においては、昨年を14％ほど下回る結
果となりました。
皆さまお一人おひとりの節電へのご協力に、心より感
謝申し上げます。ありがとうございました。

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

