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赤い羽根共同募金募金

5,185,632円

1面

「みんなでささえあう あったかい地域づくり」のスローガンのもとに 
新宿区町会連合会、新宿区民生委員・児童委員協議会及び各企業、商店街、 

個人の方々のご協力をいただき、たくさんの募金が寄せられました。
みなさま方に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

歳末･地域たすけあい運動募金

13,024,017円

◎ 新宿区をはじめ都内の福祉施設･団体の 
施設整備や備品の整備等

◎ 新宿区をはじめ都内の高齢者、子育て支援や 
地域活動など各種社会福祉団体のために

◎ 東日本大震災の被災地支援にも 
役立っています

共同募金新宿地区協力会配分推せん・配分
委員会で討議し、使途や配分について決め
ています。今年度は以下のように新宿区内
において活用・配分させていただきます。

みなさまからお寄せいただいた募金総額とその使いみち

見舞い金品 
として

（昨年 12 月にお送りしました）

3,325,995円

地域福祉 
活動事業に

（24 年度に実施）

4,286,507円

小地域福祉 
活動費として

1,069,875円

地域団体への 
助成金事業に

（24 年度に実施）

3,800,000円

在宅重度障害児者の方へ 3,030,000円
交通事故で親を亡くされた
子どもたちへ 10,000円
夫の暴力等から避難している
女性たちへ 150,000円
乳児院で生活している

（0歳児から3歳児）乳児たちへ 135,995円

地区募金活動を実施した町会･自治会へ配分さ
れ、地域の子ども会活動、敬老会などささえあ
い・たすけあいを推進することに使用されます。

●住民主体の地域活動の推進に
● ボランティア団体・NPO･ 

ふれあいいきいきサロン等の活動支援に

●ボランティア情報紙の発行に
●車椅子ごと乗れるリフト付自動車の運行のために　
●小中学校などにおける福祉教育の推進に
● 家事援助、散歩付き添いなど日常生活の 

サポートのために　　など

新宿区内の各地域で、さまざまな方々に 
募金活動へのご協力をいただきました

上落合東部町会→
上落合東部町会は恒例になっている「落
合の里チャリティーコンサート」開催の中
で、赤い羽根共同募金運動にご協力い
ただきました。「僕も赤い羽根募金に協
力したよ」とても笑顔の可愛いお子さん
でした。

 四谷佛教会のみなさま→
四谷佛教会が四ッ谷駅から区役所を目指
し、托鉢をしながら歳末募金運動に協力
してくださいました。街のみなさま方の暖
かいお気持ちが沢山の募金となりました。

← 戸塚地区民生委員・ 
児童委員協議会

戸塚地区民生委員･児童委員のみなさ
んは高田馬場駅コンコース内で例年街
頭募金活動を実施してくださっています。
駅長さんも募金にご協力してくださいま
した。「はい、にっこり」素敵な笑顔でした。

← 若松町地区民生委員・ 
児童委員協議会

若松町地区民生委員･児童委員の方々
が赤い羽根共同募金の街頭募金に協力
してくださいました。初めての街頭募金
活動でしたが大きな声でみなさん頑張っ
てくださいました。

← 下落合東町会
12月は下落合地域恒例の歳末街頭募金
風景がすっかりお馴染みになりました。通
行中の街の方々も寒い中快く募金に協力
してくださいました。ありがとうございまし
た。

（預金利子等373円含む）

事務費として　541,640円
問合せ 法人経営課 03-5273-2941

だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティの実現をめざして

新宿社協だより
平成24年3月1日発行 第123号

123 号

新宿社協は1月10日に
高田馬場に戻りました（詳しくは裏面に）

「けやき」は2 ヶ月に1回・1日発行になりました

ご協力ありがとうございました
平成23年度 赤い羽根共同募金  歳末・地域たすけあい運動



ボランティア・市民活動の楽しさをより多
くの人に伝え、活動を広げるために、情報
紙「しずく」を置いていただけるお店、事業
所等を募っています。専用ラックも貸出可能
です。協力していただける方、ボランティア・
市民活動センターまでご連絡を！

2面

若松町地区
あなたの街をクローズアップ新宿区の真ん中に位置する若松町地区。地

下鉄大江戸線が開通し、利便性もバッチリ。
大きな病院や公的な機関があって安心なまち。
通りから小道に入れば、緑も多く、春の季節に
は草花の香りも楽しめて、たくさんの方々が行
き交うまち。新宿の真ん中から発信する若松
町地区を紹介します。

障害をもつ方の各種訓
練を行うとともに、社会参
加の機会や交流の場を提
供し、その自主的な活動
を促進することを目的とし
た福祉施設です。「しずく」
の配架を担当している福祉
作業所もここにあります。

旧小倉藩藩主の伯爵小
笠原長幹の邸宅として昭
和初期に建てられたスパ
ニッシュ様式の建物。現在
は、お洒落なレストランと
してオープンしています。

家族の食卓に愛情を届
けるスーパーマーケット、
mama's plate（ママズ
プレート）。新宿若松町
店に協力をいただき、ボ
ランティア・市民活動情
報紙「しずく」を置いて
います。お気軽にお持ち
帰りください。

mama's plate

新宿区立障害者 
福祉センター

健康や医療のことで悩み
はありませんか？「暮らしの
保健室」では、健康、医療、
介護、お薬などの相談に応じ
ます。戸山ハイツ３３号棟１
階で月～金曜の９時～１７時
オープン ( 祝祭日除く )。

mama's plate

戸山公園

戸山ハイツ

小笠原伯爵邸
（ 東京都選定歴史的

建造物）

新宿のお
●

へ
●

そ
●

暮らしの保健室

戸山公園内にある箱根山
は、東京 23 区の中で一番
高い所（標高 44.6m）です。
地域の方の憩いの場で、ここ
を舞台に今年も駅伝が 3 月
4 日（日）に開催されます。
その名も「第 3 回箱根山駅
伝大会」…春に向かって老
若男女が疾走します。

箱根山

小笠原伯爵邸
（東京都選定歴史的建造物）

きぼう工房2939Espoir
駅改札口そばにあるお

店。福祉作業所のパン工
房で製造した焼きたての
パンや、サンドイッチが
好評です。

ご寄付の
御礼

みなさまのお心のこもったご寄付
ありがとうございました！

［ 平成23年11月1日～24年1月31日・五十音順・敬称略 ］

【寄付物品】
物　品 氏　名 住　所

運動靴 120 足 アキレス株式会社 大京町
使用済み切手多数 SMC シビルテクノス株式会社 新宿

手作り雑巾（４０枚） 学習院女子短気大学・ 
学習院女子大学同窓会　草上会 戸山

カレンダー類・手帖多数 株式会社エネルギーアドバンス 港区海岸
カレンダー類多数 株式会社大塚商会環境管理室 千代田区飯田橋
カレンダー類多数 株式会社損害保険ジャパン 西新宿
カレンダー類多数 株式会社テクノ工営 西新宿
カレンダー類・他多数 財団法人関東陸運振興財団 四谷
カレンダー類・手帖・ 
タオル類多数 大和小田急建設株式会社 西新宿

カレンダー類・手帖多数 野村不動産投資顧問株式会社 西新宿
カレンダー類・手帖多数 東日本電信電話株式会社 西新宿
カレンダー類・手帖多数 株式会社ザイマックスアカウンティングパートナー 中央区築地

カレンダー類多数 株式会社東芝社会貢献室 横浜市磯子区
新杉田町

メモ用紙多数 菱田順子 若葉
お米１０K 宮崎よし子 下落合
使用済み切手多数 有限会社古谷総業 西新宿

【その他】�おむつ、囲碁セット、車椅子（状態の良いもの）、タオル類、�
シルバーカー（状態の良いもの）

ご寄付頂きました物品は地域で必要とされている方々に活用して頂いております。
※�おむつが必要な方は（個人、団体にかかわらず）ご連絡ください。
※不要になりました未使用のおむつがありましたらご連絡ください。

【寄付金】
名　前 住　所 金額（円）

AMIE（あみ）の会 鎌倉市津西 20,000
いきいきサロンひだまり 新宿 5,000
石川久仁子 早稲田南町 2,000
牛込ボランティアコーナー 箪笥町 1,700
碓井末雄 北新宿 10,000
江木大輔 千代田区平河町 500,000
奥野新 新宿区下落合  30,000 
小田急ホテルクラブ 西新宿  20,370 
柏木地区グランドゴルフクラブ 北新宿 2,200
加藤貞良 西落合 10,000
川村ミスズ 西新宿 2,000
株式会社 NTT 東日本ー東京社員一同 台東区上野 453,963
株式会社よしや 板橋区中板橋 30,000
Cafaire 早稲田大学学生 3,675
観幾会 杉並区泉 10,500
公益社団法人新宿区
シルバー人材センター　 新宿 94,710

甲野ヱミ 北杜市大泉谷戸 10,000
交友会 左門町 10,000
在日大韓民国 新宿 100,000
佐藤政子 高田馬場 10,000
三友商事　白砂晴男 百人町 100,000
七宝倶楽部 早稲田町 3,000

住宅リフォーム協議会 地域文化部文化観
光国際課内 20,300

小学生による野点コーナー 地域文化部文化
観光国際課内 45,750

名　前 住　所 金額（円）
新宿ゴールデン街劇場 新宿区歌舞伎町 112,877
新宿西清掃協力会 大久保 33,854
新宿のばばちゃん 新宿 3,000
新宿野外活動研究会
( 金魚すくい等）

地域文化部文化
観光国際課内 54,950

水仙の会 大久保 500
大京町キングス 大京町 10,739
東京税理士会四谷支部 新宿区四谷 208,922
東京土建一般労働組合新宿支部 北新宿 343,863
東京土建新宿支部神楽坂分会 山吹町 10,000
戸山教会 戸山  20,000 
ぱーぷるシャイン 戸山 1,200
橋本ヱミル 新宿区津久戸町 5,000
長谷川清子 西落合 314
林美子 新宿区愛住町 200,000
藤井真之 矢来町 7,000
平成ビルディング株式会社 新宿区西新宿 10,744
H23 年度「まつり」実行委員会 戸山 2,000
真壁繁 上落合 20,000
森川秀子 新宿 500,000
洋裁リフォーム 下落合 10,350
四谷地区民生委員
児童委員協議会 四谷 27,000

リサイクル市民活動の会 千葉県流山市
野 下々 5,000

匿名 (19 件） 333,870

合計 3,416,351

問合せ 法人経営課 03-5273-2941

社協のすべての活動を支える
新宿社協会員

地域での「たすけあい」「ささえあい」活動を行う 
社協へのご支援をお願いします。
普通会員／ 1口　500 円以上
特別会員／ 1口　2,000 円以上
団体会員／任意の額

募集中

店内に「しずく」を
置いていただき、配架に
ご協力いただいています

配 架 先 を 募 集 中



※現在も実施中

3面

2011 年 3 月11日に起こった未曾有の巨大地震・東日本大震災。東京でも震度 5 強の
大きな揺れに見舞われました。新宿区内も混乱する中、新宿社協は発災直後から区民や 
被災者の支援活動を展開。ボランティアをはじめ、さまざまな方々のお力をいただきなが
ら現在まで活動を続けてまいりました。

ご近所ボランティアによる「たすけあい」 
「ささえあい」によって行っている事業です！

◎ 暮らしのサポート事業（お困りごとの解決支援、ボラン
ティア紹介調整）

◎地域見守り協力員事業（高齢者宅への訪問見守り）
◎ ちょこっと困りごと援助サービス（電球交換等30分以内

のお困りごと解決支援）　等々
日ごろからつながりがあれば安心安全。 
詳しくは社協ホームページ、 
または下記問合せ先まで

今後の震災に備えて
大きな震災があった後ですが、今後も大地震の発生は予断を

許しません。いつ来てもおかしくない大震災に備える新宿社協の
取組みをご紹介します。
災害ボランティアセンター（災害VC）

被災地では災害VCが立ち上がり、被災地内外のボランティアによる復旧・
復興支援活動等を行っています。将来の大規模災害に備え、新宿区でも災
害 VC について新宿区と協議を進めており、被災時は協力して運営してまい
ります。また、災害 VC の運営マニュアルを改訂し、みなさまにご案内して
いく予定です。

新宿社協　災害情報発信ブログの開設
災害に関する情報発信を目的とするブログを立ち上げました。今後、定

期的に更新し、区内での被災者の支援や防災等についてご紹介いたします。
「新宿社協　災害情報発信ブログ」でご検索ください。

地域の避難訓練への参加
震災を経て、地域で災害訓練が熱心に行われています。社協も一層の参

加協力を行ってまいります。

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

新宿社協
東日本大震災
支援活動
リポート

日ごろからの〝つながり〟が
いきた私たちの支援活動

3 月 11 日 地震発生

3 月 24 日〜 4 月末

4 月〜現在

4 月〜 10 月

きぼう工房2939Espoir

区内の被害状況を確認しながら、関係機関・関係者との連絡を密にとって
支援態勢づくりに着手しました。

コズミックセンターへの一時避難者に対する支援

都営アパートへの入居者への生活支援

社協職員の被災地派遣

状況確認
地震発生直後の新宿区内各地域の被害状況を確認

関係者との連絡調整
新宿区などの関係機関や、民生委員・児童委員、町会・自治会役
員ボランティア・NGO など支援活動のキーパーソンとの連絡・
調整を開始

区民への個別支援
ボランティアや社協職員が中心となって個別に支援しました。

◦高齢者・単身者世帯などに対し、訪問や電話で安否確認
◦ 家具が転倒してしまった、などお困りごとのある方に訪問支援・ボラ

ンティア紹介
◦割れたガラスの片付けや家具転倒防止器具の取付けを手助け

新宿コズミックセンターへ被災地から避難されてこられた方々に対して、
社協職員が毎日訪問して継続的に相談援助等を行いました。

◦避難者数：15名（ピーク時）

一部の東北地方で被災された方々が、都営百人町四丁目第 4・第 5
アパートなどに入居されました。百人町アパート連絡会や各棟役員
等の地域住民、区民のみなさま、新宿区、施設・団体等にご協力い
ただき、さまざまな支援を行ないました。
平成 23 年
4月・5月 入居者説明会及び避難者総合相談会に社協職員参加。
毎月18日  「百人町地域交流会（会場・新宿けやき園）」への参加呼びかけ。
4月20日～7月27日  旧区立西戸山第二中学校における 

「支援物品の展示・引渡し会」の開催
6月18日～  「百人町アパート交流サロン」を開設。避難者の生活や 

メンタル面を支援するさまざまな活動を行っています。
  相談窓口の紹介や、被災地情報の提供・交換、避難者同士や

区民との交流機会などを設けています。
  自転車の貸し出しサービスの開始
  避難者向け情報紙「百人町アパート交流サロン通信」の発行
 避難者宅への情報紙等の配布
8月  (株)丸井グループの協力を得て「春夏物衣料品寄贈イベン

ト」を新宿けやき園で開催
  避難者が実行委員会を立ち上げ交流イベント「まげねど・ 

がんばっぺ　東北のつどい」開催。周知協力等を行いました。

震災発生の 1 ヶ月後から、社協職員を福島県や岩手県の被災地に派遣。 
現地でさまざまな支援活動を行いました。

◦ 災害ボランティアセンター支援活動（相馬市）　 
2名  4月16日～ 20日・5月20日～ 25日

◦ 生活福祉資金緊急小口資金特例貸付業務（いわき市）　 
1名  4月17日～ 23日

◦ 都民ボランティア支援活動（陸前高田・気仙沼）　 
2名  5月17日～ 23日・6月4日～ 10日

◦ 川内村社会福祉協議会支援活動（郡山市）　 
2名  10月10日～ 17日・10月17日～ 24日

11月9日  NPOフラワーセラピー研究会によるフラワーセラピー体験協力
12月13日  ファイナンシャルプランナーによるいわき市の情報交換等交流会協力
12月20・21日 冬物衣料品引渡し会実施（協力：市民ネットワーク  やっぺし！東北）
平成 24 年
1月20日～ 多世代交流スペース「さんさん広場」開設
1月29日 東京都司厨士協会新宿支部の協力でランチ交流会実施

日ごろから大切にしてきた、つながりやきずなを活かして。
新宿社協ではご近所同士で「たすけあい」「ささえあい」のある

地域づくりをめざしています。震災時にもこうした地域のつながり
が大切であることをあらためて知ることができました。

冬物衣料品引渡し会 司厨士協会新宿支部の協力によるランチ交流会
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新宿区ファミリー・
サポート・センター 03-5273-3545

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

地域の中で子育てを応援してください！

新宿区ファミリー・ 
サポート・センター
提供会員講習会

提供会員
募集
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BOX

オリンピック
学習院
女子大学前

新宿区社会福祉協議会
（平成24年1月10日から）

東京メトロ東西線 高田馬場駅

〒169-0075 新宿区高田馬場 1-17-20
電話：03-5273-2941（代表）　FAX：03-5273-3082　E メール：houjin@shinjuku-shakyo.jp

法人経営課 03-5273-2941
地域活動支援課（新宿ボランティア・市民活動センター） 03-5273-9191
ふれあい福祉相談 03-5273-8550
ファミリー・サポート・センター 03-5273-3545
成年後見センター 03-5273-4522
地域福祉権利擁護事業担当 03-5273-4523

● 四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー
新宿区内藤町 87　四谷特別出張所内 TEL･FAX：03-3359-9363

● 牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
新宿区箪笥町 15　箪笥町特別出張所内 TEL･FAX：03-3260-9001

● 大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
新宿区大久保 2-12-7　大久保特別出張所内 TEL･FAX：03-3209-8851　

● 落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
新宿区下落合 4-6-7　落合第一特別出張所内 TEL･FAX：03-5996-9363　

● 淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
新宿区北新宿 2-3-7　柏木特別出張所内 TEL･FAX：03-3363-3723

※コーナー開所時間：月〜金 午前 10 時〜午後 5 時（12 時〜 13 時は休み）

1月10日から高田馬場に戻りました

開所時間　月～金　午前8時30分～午後5時
（地域活動支援課のみ火曜日は午後7時まで）

ボランティア相談は土曜日も開所

volunteer@t141-98.dedicated.clara.ne.jp

ボランティア募集情報や講座案内を随時メール配信します！
携帯電話で右記の QR コードを読み取るか、下記メールアドレスへ空メール

を送信してください。折り返し登録サイトのご案内メールが届きますので、案
内に従ってご登録ください。（パソコン・スマートフォンからはご登録できま
せん。お問い合わせください。）

登
録
方
法

【登録用メールアドレス】volunteer@t141-98.dedicated.clara.ne.jp

★新宿社協では視覚障害をお持ちの方のために、本紙の『音声テープ』をお貸ししています。ボランティア団体「ぐるーぷ・カナリヤ」さんのご好意によるものです。どうぞご利用ください。

新宿区社会福祉協議会 ご案内　ホームページ http://www.shinjuku-shakyo.jp

子育ての援助を必要とする方（利用会員）と子
育ての援助を行いたい方（提供会員）との相互援
助活動としてファミリーサポート事業を実施してい
ます。利用会員・提供会員ともに登録が必要とな
ります。

提供会員の登録を希望される方は、講習会に
ご参加ください。講習会は年 3 回（6 月・9 月・
12 月）実施の予定です。
【対　象】	新宿区に在住または在学の18歳以上の 

心身ともに健康な方
【日　時】	6月 7・8・11・12日
【会　場】	新宿区社会福祉協議会（高田馬場1-17-20）
【参加費】	テキスト代等2,500円

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成

せいねんこうけんせいど
年後見制度や、

日常生活を支援する地
ちいきふくしけんりようごじぎょう

域福祉権利擁護事業の利
用についてのご相談をお受けしています。
【相談窓口】

月～金曜日：8時30分～ 17時
【専門家による成年後見制度相談】

月曜日：司法書士
水曜日：弁護士
金曜日：社会福祉士
無料　秘密厳守

【相談内容】
◦ 成年後見制度、地域福祉権利擁護事業の説明
◦ 後見申立ての手引き（申立書類配布、書類作成支援等）
◦ 相続、遺言、任意後見制度　…等々

【日時】3月23日（金）
●入門講座 ………18:00 ～ 19:00
●出張相談会 ……18:00 ～ 21:00

【会場】	四谷地域センター集会室2・3 
（新宿区内藤町87）

【対象】新宿区在住･在勤･在学の方
【定員】	入門講座20名／相談会5組　1組あたり45分
【参加費】無料
【申込方法】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、下記までお申込ください。（※先着順）
※ 相談会参加希望の場合は、相談概要をお聞かせください。相談

予約を行い、お時間を指定させていただきます。
※定員に達し次第、締切らせていただきます。

ボランティア活動への参加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。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】
〜できるときに、できる活動を〜
◦ 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）

◦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歳以上で 

一人暮らしの方への情報紙配布と安否確認）
◦ ちょこっと困りごと援助活動 
（電球交換等３０分以内の日常生活支援）

【日時】
4月18日（水）午後２時～３時半 

（先着順35名。費用無料。）
【会場】

新宿区社会福祉協議会（高田馬場１-１７-２０）
【講習会内容】

「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。

だれもが地域で安心して 
暮らしていけるように

成年後見センターの
ご案内

市民後見を考えるつどい
～歌舞伎町まんぷく座旗揚げ公演～

成年後見制度
入門の講座と 
出張相談会

介護支援ボランティア・ 
ポイント事業　講習会

参加者募集

○地域とつながりを持ち、人との交流ができ
ればと思っています。あまり労働は出来ませ
んが、頑張りたいです。【女性・60代】

○時間の許す限り、活動したいと思います。
【男性・50代】

○小さい子どもを連れながらご近所で可能な
範囲の活動になりますが、お役に立てれば嬉
しいです。【女性・40代】

参加者の声

いずれも、13時～16時
予約優先

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

申込・
問合せ

【日時】3月11日（日）14:00 ～ 16:30
【場所】	西早稲田地域交流館 集会室 

（新宿区西早稲田1-22-2）
【内容】	(1)  寸劇 市民後見を考える会 

“歌舞伎町まんぷく座”
 (2)  解説･講義 「成年後見制度と 

市民後見人への期待」
講師： 後藤武氏(一般社団法人障害者成年後見支

援委員会事務局長）
【対象】	成年後見制度に関心のある方、 

市民後見人を目指している方
【定員】60名　【協力】市民後見を考える会
【参加費】無料
【申込方法】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、右記（住所は
下記）までお申込ください。（※先着順）
※定員に達し次第、締切らせていただきます。


