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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。

「自分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した。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。

募金受付窓口はどこですか？

募金はどのように活用されるのですか？
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（うち新宿区は54,840,980円）
活動実績
地域の福祉活動団体のために

397件

220,153,736円

障害者施設備品整備等のために

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

30件

18,786,000円

2件

7,370,000円

高齢者用通院車両等の整備のために
非行や犯罪防止のために

※共同募金への寄付は税法上の優遇配置を受けられます

町会・自治会・
民生委員を通じて

お住まいの地区
町会・自治会・
民生委員の方へ
お渡し下さい

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
接お持ち下さい

【問合せ】 法人経営課
TEL 03-5273-2941

介護支援ボランティア・ポイント事業 講習会 参加募集
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】
●区内介護保険施設等でのボランティア活動
（配膳、話し相手、一芸披露など身体介護は対象外）
●地域見守り活動（高齢者宅への訪問見守り）
●ぬくもりだより訪問配布活動（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サービス活動
（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
日時（先着順３５名・費用無料）
１２月５日（月）午後２時～３時半

会場
牛込箪笥地域センター バラＡ（箪笥町15）

ボランティアさんの声
高齢者の入所施設で話し相手の活
動をしています。いつもにこにこ
笑顔で向かえてくれ、「ありがと
う」とお礼を言ってくれるので嬉
しくなります。【70代女性】

【問合せ】 地域活動支援課
担当：石岡・田邉
TEL 03-5273-9191

地区情報
落合地区
報告 落合の里チャリティーコンサート
10月23日（日）落合第二小学校体育館で開催されました。
地域の方々約300名が参加。同校音楽クラブ（管弦楽演奏）とプロバンド・
地域のアマチュアバンドによるジャズ演奏は地域の子どもから大人までそれぞ
れの感性に響き、会場は拍手と歓声でいっぱいでした。
音響、照明などは主催した上落合東部町会青壮年部がすべて担当。「地域の
人に喜んでいただけるなら、もちろん来年も開催します！」と首にかけたタオ
ルで汗を拭いながら笑顔で話して下さいました。
※多くの方々に赤い羽根共同募金にご協力いただきました。感謝申し上げます。

ボランティア募集情報
障がい者関係

募集情報に関する申込・お問合せ ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

個人

知的障がい者施設での活動補助（百人町） １
要件：10時～16時

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。

日時応相談

犬の散歩をしながらお話し相手（戸山） ６
70歳代女性・電動車椅子使用
要件：日時応相談

施設：新宿区立高田馬場福祉作業所

２

障がい者施設でのお祭りのお手伝い（早稲田）
準備・片付け等
要件：11月27日（日）9時～15時半

施設：あゆみの家

高齢者関係
３

10時～16時

レクリエーションのお手伝い（上落合）

８

男女問わず

９

病気の後遺症により寝たきりの15歳女性
要件：女性

４

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

その他
１０
「もいちど倶楽部」出品手続きのお手伝い（早稲田）

児童関係
子育て支援講座中の託児（信濃町）

要件：第1・3日曜 9時半～12時の間

リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

施設：北新宿高齢者在宅サービスセンター

７

要件：日時等要問合せ 行き先：サンシャイン水族館

伴走の補助（北新宿）
視覚障がいのある30歳代男性

囲碁の相手ボランティア（北新宿）
要件：水曜・土曜

外出時の車椅子介助（戸山）
60歳代女性・車椅子使用

移動補助・文字の読み上げ・代筆等
５

11月19日（土）・30日（水）10時～12時半
要件：女性 施設：信濃町子ども家庭支援センター

要件：日時応相談
場所：新宿区西早稲田リサイクル活動センター

情報掲示板
成年後見講座のご案内

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。

チェルノブイリ26周年カレンダー

子どもたちからのメッセージ

成年後見制度 入門講座『元気なときにできること』
・任意後見制度 ・遺言と相続

このカレンダーは、フォトジャーナリスト広河隆一
（チェルノブイリ子ども基金創立者、DAYS JAPAN 編
集長）撮影の写真と、チェルノブイリ被災地の子どもたち
※成年後見制度とは･･･認知症や障害などにより、判断能 が描いた絵により構成されています。
力が十分でない人の権利を守る民法に基づく制度です。
収益金は、貴重な救援費用として被災地の子どもたちの
成年後見人などがこれらの人の意思を尊重し、法律面や 医薬品代や転地療養費用として使われてきました。2012
生活面でその人にあった生活を支援します。
年カレンダーの収益は、チェルノブイリと福島の被災者の
ための救援金にあてられます。
○講師
新宿公証役場 公証人
○日時
12月17日（土）14時～16時
○チェルノブイリ26周年救援カレンダー2012年版
○場所
柏木地域センター 地下会議室AB
定価 ：1000円（送料別）
○対象
新宿区在住、在勤、在学の方
○申込み チェルノブイリ子ども基金
○参加費 無料
〒162-0816 新宿区白銀町25 メゾンド原207号室
○定員
40名
TEL
03-5228-2680
○申込み 電話・ＦＡＸ・Ｅメール・はがきのいずれかで、 E-mail cherno1986@tokyo.email.ne.jp
氏名・年齢・住所・電話番号を明記の上、下記
URL
http://www.smn.co.jp/index.html
までお申込ください。
○問合せ 新宿区成年後見センター
公益財団法人さわやか福祉財団
〒169-0072 新宿区大久保3-1-1
平成23年度「連合・愛のカンパ」助成金
TEL
03-5273-4522
FAX
03-5273-3082
○対象内容 新たに始める、地域における「ふれあい・
E-mail skc@ shinjuku-shakyo.jp
助け合い活動」※既存活動の継続は対象外

ＮＰＯ法人

子どもの音楽療法

そしおん

体験セミナー

どこかで耳にしたことがある“音楽療法”を実際に体験
してみませんか？今回の体験セミナーでは、“子どもの発
達が少し気になる・落ち着かずに動き回ってしまう・お友
達とうまく遊べない“などのお子さんを対象に、親子やお
友達同士で色々な楽器や音楽に触れる体験をしていただき
ます。
○日時
○場所
○参加費
○対象

11月19日（土）10時～11時半
戸塚地域センター 地下１階 集会室1
無料
子どもの音楽療法に興味があり、発達が気にな
るお子さんがいらっしゃる方（3歳～5歳）
※親子参加をお願いいたします。
○定員
10組（20名）
○講師
徳川可愛（NPO法人そしおん 理事
日本音楽療法学会認定音楽療法士）
○締切
11月17日（木）
○申込み 氏名、住所、連絡先（TEL、FAX、MAIL）
を明記の上、下記までお申込ください。
○問合せ ＮＰＯ法人そしおん
FAX
03-6457-3070
E-mail npo.socion@gmail.com
※お電話でのお申込はできませんのでご了承
ください。

○対象時期 平成22年12月1日以降に新たに立ち上がった
団体、又は新たに開始した事業
○団体要件 市民互助型・草の根市民団体/グループに限定
○使途条件 運営費（一般管理費）・事業費いずれも可
○助成金額 上限15万円まで（27団体を目処に助成）
○応募締切 11月25日（金）必着
※応募方法は郵送に限る
○申込み
公益財団法人さわやか福祉財団
〒105-0011
港区芝公園2-6-8 日本女子会館7階
TEL
03-5470-7751

トヨタ財団 2011年度地域社会プログラム
震災対応「特定課題」
継ぐ、つくる、つながるー共に拓く地域の未来
○対象地域 東日本大震災の被災地域に居住地のある人々
が現在避難している地域
○助成要件 被災者の生活再建及び地域コミュニティの再
生に向けた取組、かつ住民主体で多彩なメン
バーを巻き込んだもの
○団体要件 法人格の有無及び実績は問いません
○助成金額 上限300万円
○応募締切 郵送 ：11月29日（火）消印有効
Web：11月30日（水）17時まで
○申込み
公益財団法人トヨタ財団国内支援グループ
〒167-0437 新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル37階 私書箱236号
TEL
03-3344-1701
URL http://www.toyotafound.or.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。

新宿区 ３０歳のつどい
＜深まる絆つながる未来＞
新宿区では30歳代の若者を中心に仲間づくりや行政に関心を持ってもらうきっか
けづくりとして、「30歳のつどい」を開催します。当日どなたでもご来場いただけ
ます。見て楽しく聞いてタメになるイベントが盛りだくさん！ぜひご来場ください。
○日時 11月26日（土）13時～16時（開場12時半）
○会場 新宿文化センター（新宿区新宿6-14-1）
○内容 ・吉本芸人によるお笑いライブ＆30代芸人を中心に座談会
（オリエンタルラジオ藤森・ダイノジ・トータルテンボス・レギュラー
レイザーラモンＲＧ 出演）
・よしもとえんにち
・出会い＆懇親の場
・カフェコーナー、アートギャラリー、災害復興支援活動コーナー
・ファイナンシャルプランナーによる人生設計 講座
・行政情報コーナー
など
○問合せ 新宿区子ども家庭部子ども家庭課 ＴＥＬ 03-5273-4260

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、お申込ください。お申し込みをい
ただいた方には招待状をお送りします。
※新宿区社会福祉協議会は新宿区から、成年後見制度推進機関（新宿区成年後見
センター）の運営を受託しています。
○日時
○場所
○出演

11月23日（水）14時～16時（開場13時半）
牛込箪笥区民ホール（新宿区箪笥町15）
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
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〒169-0072新宿区大久保３－１－１
開所日時 ：月～土曜日（祭日は除く） ８：３０～１７：１５
※毎週火曜日 ボランティア・市民活動相談 １９：００まで
（10月より再開しました）

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

