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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
広域
報告

「企業とNPOの連携・協働を考える」
２月１５日

於：区立産業会館（BIZ新宿）

2月15日（水）「新宿NPO活動交流事業 企業とNPOの連携・協働を考える」
が開催されました。新宿区・社協・新宿NPOネットワーク協議会・新宿企業ボラン
ティア連絡会の共催で、NPOと企業の協働を考えることをテーマとして、富士福祉
事業団の枝見太朗氏による基調講演と、交流を行いました。
初めての取組みとなった今回はNPO約30団体と企業7社が参加、各々名刺交換を
して出会いの場となりました。新しい公共づくりが進む中で、NPO・企業の果たす役割は今後ますます重要性を増し
てきます。新宿企業ボランティア連絡会では、今回のような機会をはじめとしてNPOネットワーク協議会との連携を
深め、NPO・市民活動団体との豊かなパートナーシップを築いていきたいと考えています。
【新宿企業ボランティア連絡会】区内を中心に社会貢献活動に取り組んでいる企業間で構成し、新宿のまちづくりを
推進しています。
【事務局・問合せ】地域活動支援課 03－5273－9191

四谷地区

落合地区
報告

「気がつくキッズ体験学習会」
２月１８日

公共のルール等を盛り込んだ遊びを通じて子どもたちの思
いやりの心を育む体験学習会に小１～小４の児童とその保護
者約40名が参加。カルタ取りでは大人も子どもたちの輪に引
き込まれるほどの熱気でした
（ＮＰＯケアネット協会協力）。
盲導犬ナサを連れた視覚障害者の
丸山さんは「もし道で盲導犬を連
れている人を見かけたら信号が青
になったことを教えてもらえると
うれしい」と話してくれました。

開催

四谷地域センターまつり
３月２５日

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナーで活動
しているボランティアグループ
「布遊の会」の皆さんと一緒に
参加します。かわいい小物を販
売しますので、ぜひ見にきてく
ださい。小物の収益は新宿社協
へ寄付されます。
日時：3月25日（日）10時～
場所：四谷地域センター

ボランティア募集情報

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

高齢者関係

児童関係

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

子ども見本市運営ボランティア募集(高田馬場) ７
要件：3月25日 (日)9時半～13時半 ・11時半～15時半

要件：月曜～土曜 13時半～14時半
施設：花実静華庵

区内在学・在勤・在住のいずれか 18歳以上
場所：戸山公園子どもの広場

お花見交流会のお手伝い（新宿御苑）

２

要件：3月23日（金）11時～16時

２才児の保育のお手伝い（南元町）

場所：新宿御苑

要件：月･水･木

パソコン指導・受付のお手伝い（神楽坂） ３
要件：毎週火曜

８

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

10時半～13時半

施設：神楽坂坂上サロン

デイサービスでのお手伝い（赤城下町）

乳幼児の子育て支援（河田町）
講座中の託児など
４

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

９

要件：3月29日（木）4月5日（木）10時～12時
施設：ＵＲ河田町コンフォガーデン2号棟1階

その他

個人
５
リハビリのお手伝い（市谷加賀町）
病気の後遺症により寝たきりの15歳女性
要件：女性

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

１０
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」

６

要件：第1・3日曜 時間応相談 男女問わず

車椅子を寄贈させていただきました
当協議会の車椅子は、高齢の方や障害のある方など必要な
方のために役立ててほしいと寄贈を受けたものを、区民の皆
さまに無料でお貸出しています。
この度、鹿児島県の与論島で車椅子が不足しているという
ご相談があり、購入後の耐用年数5年以上経過して貸出には
適しませんが通常使用は可能である車椅子を、与論島のこど
も園・病院・高齢者施設等へ寄贈させていただきました。
車椅子をご寄贈くださった皆様ありがとうございました。

情報掲示板
成年後見制度
入門講座と出張相談会
『成年後見制度』とは、認知症・知的障害・精神障害等
により判断能力が十分でない方を支援する制度です。成
年後見制度に関する入門の講座と出張相談会を開催しま
す。ぜひご参加ください。
〇日時
平成24年3月23日（金）
入門講座 18時～19時
出張相談会 18時～21時
〇会場
四谷地域センター集会室2･3（内藤町87）
〇対象
新宿区在住･在勤･在学の方
〇定員
入門講座20名／相談会5組 1組45分
〇申込み FAX･Ｅメール･郵送･電話のいずれかにて、
氏名･年齢･住所･電話番号を明記。
※出張相談会については、上記に加え、相談
概要もお聞かせ下さい。相談予約を行い、
お時間を指定させていただきます。
〇参加費 無料
〇問合せ 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

家庭訪問型子育て支援
ホームスタート・二葉説明会
ホームスタートは、未就学児（６歳以下）のいるご家
庭をホームビジター（ボランティア）が訪問する「家庭
訪問型子育て支援」です。
養成講座を受講したホームビジターが、週１回2時間無
償で訪問し、子育ての悩みを聴いたり、一緒に育児や家
事を行うことで、孤立しがちな子育てを応援します。子
育て支援に、あなたの力を生かしてみませんか。
〇内容
①基調講演「待つ支援から届ける支援へ」
講師 西郷 泰之（大正大学教授）
②事業説明並びにホームビジター養成講座の
説明
4月13日（金）14時～16時
○日時
○場所
四谷地域センター（内藤町87）
〇申込み 地域子育て支援センター二葉
担当 大矢
ＴＥＬ 03-5363-2170
ＦＡＸ 03-3359-4596
○締切り ４月11日（水）
※託児在り（4月6日（金）までに予約）
○定員
先着80名

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。

スマートフォン講習会
ボランティア募集
スマートフォン講習会のアシスタントに入っていただける
ボランティアの方を募集しております。
〇対象
人と接するのが好きで、スマートフォンの基
本的な操作が分かる方
（IPhone,IPad,IPod touch等）
5月以降で日時･会場相談
〇日程
〇時間
１コマ９５分
〇会場
大井町･亀戸・高円寺・巣鴨
いずれも駅から徒歩１～３分程度
○その他 薄謝あり（図書カード等）
〇問合せ 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

ＮＰＯ協働フォーラム
地域・ＮＰＯとの協働による「新宿力」で創生する新た
なまちづくり を考えます。
○日時
3月24日（土）
【午前の部】10時～12時20分
◆23年度協働事業提案制度実施事業の報告
【午後の部】13時半～16時15分
◆公開シンポジウム「まちの『サロン』から考える
地域づくり～日常のつながりがつくりあう支えあ
う地域社会」
◆基調講演 「市民が切り拓く、地域の居場所が生
み出す可能性」（坂倉杏介・慶応義塾大学グロー
バルセキュリティ研究所専任講師）
◆事例報告 区内サロン ３事例程度
○申込み 当日直接、牛込箪笥地域センター（箪笥町
15）へ。
○定員
先着100名
○参加費 無料
○問合せ 区・地域調整課管理係
TEL 03-5273-3872

流産・死産を体験された方のための
グリーフワークとしての音楽療法体験セミナー
このセミナーでは、天国にいる赤ちゃんとつながり、共
に暮らすための、音楽療法についてご紹介します。これま
でに音楽療法セッションをうけた方々をゲストスピーカー
としてお招きし、体験談をお話していただきます。また、
グループセッションも体験できます。
○日時
３月２５日（日）10時～11時半
○場所
新宿区内
○講師
ＮＰＯ法人そしおん 稲葉千賀
○参加費 無料
〇問合せ ＮＰＯ法人そしおん
FAX 03-6457-3070
MAIL npo.socion@gmail.com
※お電話でのお申込はできません

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。

介護支援ボランティア・ポイント事業

東京女子医大ファミリーサポート

講習会

研修会

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
うに応援し、高齢者に対する地域での支えあい活動を推進
しています。活動に応じて貯めた「ポイント」は、年間合
計５０ポイント（＝5,000円）を上限に換金または寄付が
できます。
◆対象になる活動
①区内介護保険施設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）
②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）
③地域見守り協力員活動（高齢者宅への訪問・見守り）
④ぬくもりだより訪問配布活動
（75歳以上で一人暮らしの方への情報紙配布と安否確
認）
○日時
4月18日（水）14時～15時半
○定員
35名（先着順）
○参加費 無料
○場所
新宿区社会福祉協議会 地下会議室
（高田馬場1-17-20）
○問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

『子どもとの関わりの中でできること～CAREプログラム
のご紹介』
子育てに興味のある方ならどなたでも参加できます。
〇日時
3月28日（水）10時～12時
東京女子医大南別館大会議室
〇場所
〇講師
加藤郁子（小児科医）
〇参加費 無料
○問合せ 女子医大ファミリーサポート室
TEL 03-5369-9075

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礼
先月号のしずくに同封させていただきました、平成23
年度ボランティア・市民活動継続確認アンケートにご協力
いただいた皆さま、ありがとうございました。
皆様から頂いたご意見をもとに、よりよいコーディネー
トを行なってまいりたいと存じます。今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。

平成２３年度 共同募金
ご協力ありがとうございました

遺言添削会（遺言基礎セミナー付）
既に遺言を作成しているが問題ないか心配な方、ご相談
ください。行政書士が個別指導を致します。作成したい方
も歓迎。
〇日時
4月21日（土）①13時～ ②15時半～
毎月 第３土曜日開催
〇会場
新宿コズミックセンター小会議室
〇人数
先着10名 ※要予約
〇資料代 1,000円
〇問合せ みんなの法務相談 けやきの会 担当 田中
TEL 03-5925-8896

TEL.5273-9191

赤い羽根共同募金運動ならびに歳末・地域たすけあい運
動の実施につきましては、皆様のご協力により、今年度も
多大なご厚志が集まりました。厚く御礼申し上げます。
〇赤い羽根共同募金
￥ ５，１８５，６３２
〇歳末・地域たすけあい運動
￥１３，０２４，０１７
（前年度利息373円含む）
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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

