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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。

あなたも参加しませんか？

ふれあい・いきいきサロン

～気軽に集える地域の居場所～

「ふれあい・いきいきサロン」は“地域住民がつくる 地域住民のための 地域交流の場”です。
サロンは自分のペースで自由に参加
でも
つ
い
に できます。サロンは原則出入り自由で
気軽
す。気軽さこそがサロンの特徴です。

参加するひと、みんなでつくります。
サロンをつくるのも、楽しむのも自分た
ちです。

が
住民
役
主

ふれあい・いきいきサロン連絡会
サロンの立上を考えていらっしゃる方、すでにサロン活
動をされている方、どなたでもご参加いただけます。
【日時】3月2日（金）14時～16時
【内容】紀平容子氏（立川市でコミュニティ・レストラン
「レストランサラ」を運営）による講話「食を通じ
た居場所づくり」及び交流会
【場所】牛込箪笥地域センター 5階コンドル
（都営大江戸線「牛込神楽坂」徒歩1分）
【申込】ボランティア・市民活動センター
TEL 03-5273-9191 担当：出店 片田
【締切】3月1日（木）

報告

まちの先生見本市に
参加しました

アトム通貨実行委員会早稲田・高田馬場支部の皆さんとブー
スを出展し、カフェ＆環境カルタ＆リサイクル小物作りを行い
ました。小物はリメイクハンガ
ーと日経ニュースサービスの皆
さんによる「ペパバッグ」どち
らも盛況で、延べ200名程の方
にご参加いただきました。途中
遊びに来てくれた新宿エコレン
ジャーに子どもたちは大喜び！
ご協力いただいたボランティア
の皆さま、ありがとうございま
した。

◆サロンに参加してみたい！
◆サロンを立ち上げてみようかな…
という方はボランティア・市民活動セン
ターまでお気軽にご相談ください。

布・タオルご提供下さい
手ぬぐいや布などの生地を使って、エプロンや小
物などを制作しています。自宅に眠っている手ぬぐい
やタオル、絵柄のきれいな布などをご提供ください。
出来上がった作品は福
祉施設へ寄贈、またイベ
ント等で販売し、売上げ
金を地域の福祉活動に活
用しています。
※ひどい汚れや破れのあるもの、劣化の
激しいものはお預りできません。
問合せ ボランティア・市民活動センター
03-5273-9191 担当：佐藤 藤田
TEL

ボランティア募集情報
高齢者関係

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時半～14時半
施設：花実静華庵

８

外出時の車椅子介助（戸山）
60歳代女性 車椅子使用

要件：日時等応相談 行き先：サンシャイン水族館

２

９

要件：3月29日（木）11時～14時

マラソンの補助（北新宿）
視覚障がいのある30歳代男性の伴走

主催：四谷地区地域見守り協力員

要件：第1・3日曜 時間応相談 男女問わず

お花見交流会のお手伝い（新宿御苑）

障がい者関係

その他

デイサービスでのお手伝い（赤城下町） ３
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

健康情報ひろばでの利用案内（信濃町）

図書・雑誌等の利用案内や情報提供サポート
要件：月曜～金曜 8時45分～15時15分
施設：慶応義塾大学病院「健康情報ひろば」

レクリエーションのお手伝い（百人町） ４
囲碁・華道・書道・体操等

１１

年賀はがきを数えて海外協力（西早稲田）

要件：日時応相談 施設：新宿けやき園

レクリエーションの講師（百人町）

１０

要件：火曜～土曜
５

10時～18時 祝日を除く
募集人数：5～10名程度
施設：シャプラニール東京事務所

小物作り・簡単なお菓子つくり・ダンス等
要件：第3水曜

時間応相談

１２

使用済み切手の整理（高田馬場）

施設：新宿区立高田馬場福祉作業所

要件：第1・3水曜 13時～15時
施設：新宿区社会福祉協議会

児童関係

１３

子育て支援講座中の託児（信濃町）

６

要件：第2・4水曜 13時半～15時半

要件：2月22日（水）10時～12時半

施設：新宿区社会福祉協議会

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）
要件：月・水・木曜

9時45分～12時45分

女性
施設：地域子育て支援センター二葉

介護用エプロンづくりのお手伝い（高田馬場）

７

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。

３、成年後見専門家による相談会
～土曜日に専門家に相談ができます！～
～ぜひご参加ください～
○日時
2月25日（土）10時～15時
①10時 ②11時 ③13時 ④14時
１、成年後見申立講座
新宿区社会福祉協議会 2階相談室
どんな時もあなたらしい生活を～お元気な時の備えから、 ○場所
○内容
制度説明、申立手続き、後見活動、今後の生活
成年後見制度の活用まで～
○専門家 弁護士、司法書士、社会福祉士
◆第３回『いざ成年後見制度を利用するには？』
※相談受付は各時間２件、計８件まで。
○日時 平成24年2月18日（土）14時～16時
〇場所 落合第一地域センター3階会議室AB
４、市民後見を考えるつどい
○定員 40名
○日時 3月11日（日）14時～16時半
２、親族後見人･市民後見人交流会
○場所 西早稲田地域交流館 集会室（西早稲田1-22-2）
○日時 2月23日（木）18時半～20時半
○内容
○場所 新宿区社会福祉協議会 地下会議室Ａ
(1) 寸劇 市民後見を考える会“歌舞伎町まんぷく座”
○内容 ①交流会「成年後見ヒヤリ・ハット！」
『妻でも後見人になれない？！』
②専門家の助言 他
『子ども同士がもめてたら…』
○対象 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人(監
『いつも同じだったのに…』
督人選任)を受任している親族及び市民(第三者) (2) 解説･講義 「成年後見制度と市民後見人への期待」
※専門職後見人を除く
○講師 後藤武氏 (障害者成年後見支援委員会事務局長）
○定員 40名
○定員 60名

新宿区成年後見センターからのご案内！

○問合せ 新宿区成年後見センター(高田馬場1-17-20) TEL 03-5273-4522
FAX 03-5273-3082
Ｍail skc@shinjuku-shakyo.jp
○参加費 無料

ＮＰＯ法人そしおん
グリーフケアの音楽療法
グリーフケアとは大切な人を失った哀しみを解きほぐ
すことです。この講座では、死生学と音楽療法の双方の
視点からグリーフケアの基礎とそのセラピーの手法を
ワークショップ形式で体験し学びます。
○日時
平成24年2月19日（日）12時半～14時
○場所
Alternative Space Necco（ネッコ）
JR高田馬場駅（徒歩10分）
○講師
ＮＰＯ法人そしおん 稲葉千賀氏
○参加費 1000円（１ドリンク付）
〇問合せ FAX 03-6457-3070
MAIL npo.socion@gmail.com
※お電話でのお申込はできません

子どもショートステイ
協力家庭 登録研修
子どもショートステイでは、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・看護士等の資格をお持ちか認
証研修（下記）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、ぜひ登録研修にご参加ください。
○日時
平成24年3月8日（木）
10時半～15時半 (事前家庭訪問あり)
○場所
地域子育て支援センター二葉（南元町４）
〇問合せ 地域子育て支援センター二葉 担当 大矢
ＴＥＬ 03-5363-2170

京王プラザホテル チャリティーイベント
「第９回ボランティアプラザ」

ホームスタート（家庭訪問型子育て支援）
活動報告会

イベントを通じて「楽しみながら」バリアフリーやエコ
ロジーを身近に感じてみませんか？
○日時
平成24年3月8日（木）10時半～15時半
○会場
京王プラザホテル グレースルーム
（南館3階・メイン会場）
○内容
ロビーコンサート・補助犬デモンストレーショ
ン・チャリティバザー・館内ツアー・チャリ
ティランチ・献血・骨髄バンクドナー登録コー
ナー・展示ブース 等
○問合せ 京王プラザホテル バーズアイ事務局
TEL 03-5322-8108

ホームスタートは新宿区にお住まいで未就学児がいる家
庭に研修を受けたボランティアが無料で訪問する「家庭訪
問型子育て支援」です。週に一度、２時間程度、定期的に
約２～３か月訪問し、お話しを聴いたり、育児や家事を一
緒に行います。今年度の活動報告会を行います。
○日時
平成24年3月2日（金）10時～12時
○場所
子ども総合センター（新宿7-3-29）
3階研修室
○定員
50名 （託児有）
○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。

第３回・大人のためのおはなし会
「子どもたちと本を楽しむために」

ＮＰＯの経理・税務・労務
市民活動団体マネジメント研修

おはなし会や家庭での読み聞かせをしたい方々に向けて、 2012年4月には、NPO法が改正され、法人として安定
第一線で活動している講師が実技指導を行います。一緒に した運営や、運営の透明性を高めることが求められていま
声を出して読んでみましょう。講座終了後、ご希望の方に す。
は３月２５日実施の「スペシャルおはなし会」に読み手と この研修ではNPO実務のプロが手ほどきをして、NPOの
運営に必要な経理、税務、労務の基本的な知識を学びます。
してご参加いただけます。
経理研修では、実践的な演習も行います。
○日時
平成24年3月17日（土）14時～16時
○対象
特定非営利活動法人の認証を受けた団体
○場所
北新宿生涯学習館3階 視聴覚室
特定非営利活動法人の認証を申請中または申請
（北新宿3-20-2）
準備中の団体
○講師 「この本だいすきの会」江東支部代表 若井史子氏
その他、参加を希望する団体または個人
「ぽんぽこおはなし会」主宰 佐藤芳子氏
東京ボランティア・市民活動センター 会議室
○定員
読み聞かせに興味のある方２０名(事前申込制) ○会場
（神楽河岸1-1）
○参加費 無料
○コース 経理コース 2月16日(木)～2月18日(土)
○申込み 2月25日より下記まで。
講師 内藤純氏 費用 7500円
○問合せ 北新宿図書館 ＴＥＬ 03-3365-4755
税務コース 2月29日(水)～3月2日(金)
講師 内藤純氏 費用 7500円
震災復興支援チャリティ企画
労務コース 2月23日(木)～2月24日(金)
「おむすびファッションショー」
講師 白澤辰夫氏 費用 5000円
○定員
各コース60名
食の大切さに気がついて欲しいという思いと被災地の復
興の思いをこめたイベントです。モデルさんが多種多様な ○申込み 東京ボランティア・市民活動センター
下記ホームページからお申込み下さい。
おにぎりを持って会場を歩きます。おにぎりの試食あり。
URL http://www.tvac.or.jp/
頂いた募金は、被災地へ義援金としてお送りします。
○日時
平成24年3月11日(日)14時～15時
○場所
淀橋会館（新宿区西新宿5-4-7）
○問合せ 西新宿おむすび屋「まつもっちゃん」
担当 松本 TEL 03-3373-8025

平成２３年度ボランティア・市民活動
継続確認アンケートのお願い
当協議会では、皆さまへのボランティア・市民活動のご
紹介の基礎となっているデータの更新を毎年行なっており
ます。郵送で本情報紙を受け取られている方へは標記アン
ケートを同封させていただいておりますので、お忙しいと
ころ恐縮ですがご協力お願いいたします。

TEL.5273-9191
新
宿
ボランティア
市 民 活 動
セ ン タ ー

平成２３年度 共同募金
ご協力ありがとうございました！
【赤い羽根共同募金】
5,185,632円
【歳末・地域たすけあい運動募金】
13,024,017円
（昨年度利息分373円含む）
皆さまからの募金は、見舞金品や地域福祉活動事業、小
地域福祉活動を行う地域団体等への助成金等に活用されて
おります。赤い羽根共同募金は東京都に集められ、都内の
福祉施設の支援に役立てられています。また東日本大震災
の被災地支援にも役立っています。ご協力ありがとうござ
いました！

FAX.5273-3082

MAIL shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
URL
http://www.shinjuku-shakyo.jp
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〒169-0075新宿区高田馬場1-17-20
※１月１０日に移転しました
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

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

