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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。

新宿区社会福祉協議会
事務所が移転します

１月１０日か
ら
高田馬場に戻
ります

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
時移転しております。
平成24年1月10日に高田馬場に戻る予定です。皆さまにはご
迷惑とご不便をおかけしますが、何とぞご了承くださいます
よう、お願いいたします。
【移転日】平成24年1月10日（火）
【移転先】〒169-0075 新宿区高田馬場1-17-20
☆電話・FAX番号の変更はありません
●JR山手線・西武新宿線高田馬場駅下車 早稲田口から徒歩7分●東京メトロ東西線高田馬場駅下車 7番出口から徒歩3分
●都バス「上69」小滝橋車庫前⇔上野公園または、「飯69」小滝橋車庫前⇔九段下新宿区社会福祉協議会前下車徒歩1分

地区情報
報告

３０歳のつどい参加！！
１１月２６日（土）

「第４回新宿コラボそうじ」
報告
１１月９日（水）

30歳代を中心とした若者に対して、若者同士のつなが
この「コラボそうじ」は、株式会社丸井新宿マルイ本館
りをつくると同時に地域や行政への関心を持ってもらう機 の社員有志グループグリーン・エレファント、日頃から清
会とすることを目的として新宿区が開催したこのイベント。掃活動に取り組むNPO法人グリーンバード歌舞伎町チーム、
社協では、区内の企業・施設・団体の活動をご紹介するこ 新宿区内の福祉施設が連携・協力して実施しているもので
とで、地域の色んな顔を知って
す。回を重ねるごとに参加者同士の交流も深まり、笑顔が
いただくことを目的として、カ
たくさん生まれるこの活動。４回目となる今回は、計６９
フェ＆募金アートギャラリーを
名が参加。清掃後
開催することになりました。開
に開かれた交流会
場と同時に大盛況！コーヒー片
では、参加された
手にアートを見ながら、束の間 ☆アートギャラリー☆
新宿福祉作業所で
のゆっくりした時間を過ごして
作っている美味し
いただきました。2時間ほどの
いパンをいただき
☆募金箱☆
間に30,286円の募金が集まり
ながら、楽しいひ
ました。この募金は被災地の障
と時を過ごすこと
害者施設を支援しているゆめ風
ができました。次
基金に寄付されます。ご協力い
回は春に実施する
ただいた皆さま、ありがとうご
予定です。
ざいました！

地区情報
淀橋地区

落合地区
報告

プレ・キャラバンカフェ

報告

in
目白大学・中央理美容専門学校

「待っているだけじゃ、始まらない」こちらから出かけ
て行って地域のボランティアさんを増やそう！というこ
とで、目白大学と中央理美容専門学校の文化祭でプレ・
キャラバンカフェ（ボランティア活動啓発・調査・社協
PRが同時にできる）を実施。その場でキャッチした学生
さんのご意見は必ずや地域のコミュニティー拡充に活かさ
せていただきます。ご協力頂きありがとうございました。
ほほえみ
キャラバ
ン隊

キャラバンカフェ
in
中央理美容専門学校

ボランティア募集情報
高齢者関係

11月19日（土）新宿住友ビル51階「漁場問屋魚市
（うおいち）」さんのご好意でご近所にある身体障害者
福祉ホーム「ひまわりホーム」入居者の方々等をご招待
した昼食会が開かれました。地域のために何かできるこ
とをしたい、という「魚市」さんの思いにより、社協か
らの紹介で、昨年度より交流が続いていました。食べや
すいように細かく刻み、心がこもったお食事に、「来年
もぜひやりたいで
すね！」という店
員さんのお言葉、
また最後にはひま
わりホームさんか
らの手作りの感謝
状の贈呈など、あ
たたかい“つながり”
がありました。

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

個人

レクリエーションのお手伝い（上落合） １
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

デイサービスでのお手伝い（神楽坂）

２

要件：①レクリエーション補助・10時～12時
②入浴後のドライヤーかけ・10時～12時半
施設：総合福祉ツクイ神楽坂

児童関係

伴走の補助（北新宿）
視覚障がいのある30歳代男性
要件：第1・3日曜 9時半～12時の間

５

男女問わず

リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

６

病気の後遺症により寝たきりの15歳女性
要件：女性

その他

子育て支援講座中の託児（信濃町）

３

2月8日・22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

2才児の保育のお手伝い（南元町）
月・水・木曜

魚市食事交流会

9時45分～12時45分

要件：女性 施設：地域子育て支援センター二葉

４

環境イベントのお手伝い（下落合）
日時：①1月14日（土）9時半～16時半
②1月28日（土）9時半～16時
場所：①新宿駅東口地下広場 ②落合第四小学校
主催：新宿区立西早稲田リサイクル活動センター

７

情報掲示板
認定ＮＰＯ法人 ＪＨＰ・学校をつくる会
国際協力講座のお知らせ

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。

成年後見講座のご案内

学生、社会人の皆様に国際協力の学びと体験の場を設け
成年後見入門申立講座[全3回シリーズ]
ています。一流講師による国内講座（約70回）を通じて、 どんな時もあなたらしい生活を。
仲間と共に国際協力に対する理解と行動力を高めていきま ～お元気な時の備えから、成年後見制度の活用まで～
しょう。詳しい講義内容はＨＰをご覧下さい。一講義から 第２回『少しの手助けで心強い！』
聴講可能です。
第2回目は認知症や病気で判断能力が少し不安になって
○講座
平成24年1月7日～平成24年3月24日
も、地域で安心して生活を送ることができるよう支援する
水曜日18時半～20時
「地域福祉権利擁護事業」を中心に成年後見制度にも触れ
土曜日13時半～15時 15時15分～16時45分 ながら解説します。「地域福祉権利擁護事業」とは福祉サ
○会場
読売理工学院ビル内
ービス利用援助を中心に日常的金銭管理等を支援する制度
○聴講料
1,300円（１講義）回数券6,500円（6講義） です。
○問合せ先 認定ＮＰＯ法人 ＪＨＰ・学校をつくる会
○日時： 平成24年1月26日（木）14時～16時
小山内美江子 国際ボランティア・
○場所： 大久保地域センター3階会議室
カレッジ事務局（担当：鳥居・田中）
（大久保2-12-7）
TEL：03-6435-0812
○対象： 新宿区在住、在勤、在学の方
FAX：03-6435-0813
○参加費：無料
Mail：college@jhp.or.jp
○定員： 各40名
URL：http://www.jhp.or.jp/college/index.html ○申込み；電話、FAX、Eメール、はがきのいずれかで、
氏名、年齢、住所、電話番号を明記の上、お申
東日本大震災写真展
込みください。
「記憶の時間、3.11～昨日、今日、明日～」 ○問合せ：新宿区成年後見センター（大久保3-1-1）
TEL 03-5273-4522
東日本大震災から7ヶ月が経ちますが、復興への支援は
FAX 03-5273-3082
長期にわたると思われます。私たちにこれから出来ること
Mail skc@shinjuku-shakyo.jp
は何か？この写真展を通して、記憶を風化させずに復興に
向けて皆さんと考えていきたいと思います。ぜひお越しく
こころサポートセミナー第13弾
ださい。
○開催期間 平成23年12月15日（木）
『こころの声を聴こう～被虐待者に寄り添う支援～』
～平成24年1月15（日）各日10時～18時
虐待を受けた子ども・大人に対し、どのようなことに留
※休館日 12月26日（月）29日（木）～1月3日（火）
意しながら支援の第一歩として「聴く」ことを進めていけ
○入場
無料
ばよいかをテーマに、被虐待児（者）支援に造詣の深い高
○展示概要 東日本大震災に関わる写真とパネル展示、ビ
橋和巳先生（風の木クリニック院長）にお話を伺い一緒に
デオ等の上映。※環境カレンダー展2012を
考えていきたいと思います。
同時開催します。※開催期間中にコンサート
○日時： 平成24年1月9日（月・祝）9時～11時半
も予定しています。詳細はお問合せください。
○場所： 国立オリンピック記念青少年総合センター
○問合せ
区立環境学習情報センター
センター棟409号室
担当：相原・矢野 TEL 03-3348-6277
○定員： 80名
○参加費：事前申込2,500円 当日申込3,000円
第38期キーボードを使わないＩＴ講習会 ○申込み：EメールまたはFAXにて、セミナー名、ご住所
お名前（ふりがな）、電話番号を送信ください。
●ＡＢＣ順やあいうえお順の文字パレットを使う。
○問合せ：こころスペース 奏 担当 中（なか）
●友達の輪が広がる
●確実に身に付く
TEL 03-3352-2213
○今期は巣鴨・浜松町・高円寺の３会場で開催します。
FAX 03-3352-2214
・豊島区巣鴨1-3-7司コーポラス1Ｆばんゆうクラブ
Mail kanade@rc4.so-net.ne.jp
・港区海岸1-7-8産業貿易センター浜松町館第8会議室
・杉並区高円寺北3-34-1庚申文化会館2Ｆ会議室2
○日時： 平成24年1月開催
（曜日等はコース別のため要問合せ）
○受講料：無料（教材・事務1,200円）
○申込み：受講希望の方は電話でお申込の上５日以内に教
材費をお振込みください。受講票を郵送します。
○問合せ：インターネットと明日の福祉を考える市民の会
ＴＥＬ 03-5940-2220

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。

お知 介護支援ボランティア・ポイント事業
換金手続きをお願いします。
らせ

活動者の声

「換金をして、ボランティア同士で年1回の懇親会
を行なっています。」
平成23年活動分（1月～12月末）のポイント換金手
「社協へ寄付して、地域福祉活動の推進を応援して
続きの時期が近づいてきました。介護保険施設でボラン
います。」
ティア活動をされてらっしゃる方は、手続きをお願い致
します。
詳しくは、登録者宛にお便りを発送致しますので、ご ○期間： 平成24年1月11日（水）～31日（火）
確認下さい。
○場所： ボランティア・市民活動センター
※高齢者に対する地域での支えあい活動を推進するため、
（高田馬場1-17-20）
特定のボランティア活動に応じて貯まったポイントを翌 ○問合せ：新宿区社会福祉協議会
年換金（1ポイント＝100円、年間合計50ポイントま
ボランティア・市民活動センター 担当 石岡
で）できる事業です。
TEL 03-5273-9191

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
「もしもの時どうする？知っておきたい子どものお泊り保
育（子どもショートステイ）説明会」
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（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。区内在住で保育士・教員・看護師等の資格をお持
ちで条件を満たす方に、協力家庭にご登録いただいていま
す。資格をお持ちでない方も、認証研修受講後に登録でき
ます。
○日時： 平成24年1月18日（水） 10時～12時
○場所： 中落合子ども家庭支援センター
（中落合2-7-24）
○対象： 子どもショートステイや協力家庭のご利用を考
えている方、協力家庭の登録を希望する方。
○参加費：無料
○定員： 20名
○託児： 先着5名
○申込み：地域子育て支援センター二葉 担当 大矢
TEL 03-5363-2170

TEL.5273-9191
新
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「認知症介護者の相談会」開催
同愛記念病院精神科部長 川岸眞知子先生をお迎えして
「認知症介護者の相談会」を開催いたします。
認知症の介護やお薬のことなど、困っていることはあり
ませんか？ご本人、ご家族だけでなく、ヘルパーさん、ケ
アマネさんなどどなたでも参加できます。
○内容： 先生の講義のあと相談会となります
○日時： 1月28日（土）14時半～16時半
○参加費：無料
○場所： 社会福祉法人サン より処まんまる庵
（高田馬場1-20-16）
○申込み：TEL 03-6380-3422
FAX 03-5272-2844
Mail yoridokoro@nifty.com
新宿ボランティア・市民活動センター

年末年始

お休みのお知らせ

○12月29日（木）～1月3日（火） 年末年始のお休み
○１月7日（土）
事務所移転のためお休み
ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

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（１月６日まで）
〒169-0075新宿区高田馬場1-17-20（１月１０日から）
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
※１月７日（土）は移転のためお休み
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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

