
協力員（ボランティア）さん・インタビュー

ボランティア活動をはじめるには…

多種多様なボランティア活動を行っている 
区内在住の協力員 雨

あめのもり

森さんに、 
お話しをうかがいました。

東京のおじいちゃんになっています！
新宿区社会福祉協議会職員（以下：社協）： 
ボランティア活動を始めたきっかけは？
雨森さん：６年前にファミリーサポート事業の提供会員講習会を広報でみ
て参加したことがきっかけです。子どもが好きだったのと、誰でも活動で
きるとのことだったから参加してみました。昔から小さなお子さんとお母
さんを見ると、支援したいと思っていました。

社協：今までにお手伝いしたことは何ですか？
雨森さん：今では暮らしのサポート事業・地域見守り協力員事業・ぬくも
りだよりの配布・ちょこっと困りごと援助サービス・ファミリーサポート事
業等の活動をしています。電球交換・お風呂場のシャンプー台の取り付け・
カーテンレールの取り付け・タンスのフック付け・蛍光灯交換・棚の出し
入れ・病院の付き添いなど、いろいろとやってますよ。

社協：活動をしてよかったことは何ですか？
雨森さん : 山ほどありますよ。今では『東京のおじいちゃん』になっていま
す。本当のおじいちゃんよりも長い時間を一緒にいることもありますから。
幼稚園で作った似顔絵クッキーに『雨森さんありがとう』って書いてプレ
ゼントしてくれたり、折り紙で金メダルを作ってくれて首にかけてもらった
こともあります。何といっても子どもたちが感謝の気持ちを実際に表して
くれるのがうれしいです。お年寄りと同じで感謝の気持ちを心から表そう
としてくれます。

社協：これからボランティアをしてみようと思う人へメッセージを
雨森さん :手をとって「ありがとう」と感謝されることがあります。自分の
人生の中では、なかなか手をとって「ありがとう」と言われることなんて
少ないと思います。思いもよらないほどの感謝のお気持ちをいただいて
います。それに、足は丈夫になるし頭もボケないし、やりがいがありますよ

（笑）。ですから、かえっていいことをさせてもらっているなあと思います。
ボランティアってなかなか踏み出せないかもしれないけど、ぜひチャレン
ジして欲しいですね。

『�ありがとうの声がうれしい』と�
話す雨森さん
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相談
まずはボランティア・市
民活動センター、または
各地区ボランティア・地
域活動サポートコーナー
にお気軽にご相談くだ
さい。

新宿区社会福祉協議会ボランティア・市民活動
センターでは、ボランティアの相談に応じる他、住
民の方々の多様な活
動のサポートを行ない
ます。また、各種講座
も開催しています。ど
うぞお気軽にお立ち
寄りください！

月2回程度、65歳以上の一人暮らし、または高
齢者のみの世帯の方のお宅を訪問し、声かけをし
て見守り・安否確
認を行うご近所づ
きあいの活動です。

（区委託事業）

家事のお手伝い、外出が困難な方の付き添い、趣
味のお相手など、ご自分の出来る範囲で、得意な
ことを活かして活
動できます。（共同
募金活用事業）

お子さんのお預かり、保育施設との送迎など。お
子さんのお預かりは原則として提供会員宅としま
す。活動内容に家
事の援助や宿泊は
伴いません。（区委
託事業）

75歳以上の一人暮らし等の世帯のお宅での、電
球の交換、小さな家具の移動など、一人の協力員
が 30分程度で解
決できるちょっとし
たお手伝いをしま
す。（区委託事業）

毎月15日前後発行。さまざ
まなボランティア・市民活動
の募集情報のほか、地域
情報や講座のお知らせな
どを掲載しています。ホー
ムページでもご覧いただ
けます。

75歳以上の一人暮らしの
方のお宅へ月2回、情報
紙「ぬくもりだより」をお届
けし、安否の確認を行い
ます。（区委託事業）

紹介
新宿区社会福祉協議会
職員が一人ひとりの希
望にそって活動を見つ
けるお手伝いをいたしま
す。

活動開始
参加したい活動が決まっ
たら、約束ごとなどの打
合せをします。活動開始
後も継続してあなたを応
援します。ボランティア
情報も定期的にお届け
します。

「ボランティア活動」で、ともにささえ・ともにつくる  まちづくり

まずは「ボランティア・
市民活動センター」へ

地域見守り協力員事業

暮らしのサポート事業

ファミリーサポート事業

ちょこっと困りごと
援助サービス

ボランティア・市民活動
情報誌「しずく」

情報紙「ぬくもりだより」
訪問配布事業

新宿ボランティア・ 
市民活動センター

〒169-0075　新宿区高田馬場1-17-20

TEL ：03-5273-9191
FAX ：03-5273-3082
E-mail：
shinjuku-vc@shinjuku-shakyo.jp

お気軽にご相談下さい！

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8月1日発行 第125号

125 号

「けやき」は2 ヶ月に1回・1日に発行です
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落合第二地区
あなたの街をクローズアップ
緑豊かな風薫る
文化の街

印刷担当者様へ★裏面の印刷特色「DIC295」が、スウォッチ内カラーモードを特色に変更できないため、x1a-pdf が正確に書き出せません。
そのため、新たに「DIC297」を追加し、インキ管理で「DIC295」をインキエイリアスで「DIC297」として出力するように設定しました。

「DIC297」版を、特色「DIC295」で印刷してください。

落合第六小学校の調
理室を利用して平成 22
年にできた参加型高齢
者会食サロンです。食
後は柴田トヨさんの詩
を朗読するなど、食事
を介して心温まる交流を
しています。

真言宗豊山派の寺院。室町時代、
江古田ヶ原合戦で太田道灌が 1匹
の黒猫に救われたことから猫寺とい
う愛称で親しまれています。約 40
年前には同宗派の京都の仁和寺か
ら「おむろ桜」と淡緑色の桜「御衣
黄（ぎょいこう）」が寄贈され、地域
の人たちの目を楽しませています。

毎年1月、落合カ
ルタ★巨大すごろく
等が体験できる「新
春日本の遊び」イベ
ントを開催。平成
24 年は落合囃子が
太鼓や笛の音色と
舞で新年の幕開け
を祝いました。

平成 21年「多世代が交流でき
る地域のお茶の間」として誕生。
カフェ★子供服バザー★体操★ミ
ニ菜園★ミニＦＭなどを楽しみに
1日 30 名以上が来館します。運
営は落合三世代交流を育てる会。

社会福祉協議会も「なんでも相
談コーナー」を第１
土曜日、第 3 火曜
日に開設中。ちょっ
とした困りごとな
ど、お気軽にご相
談下さい。

小粒で種子は多いが
甘味のある善寺丸柿は
「落合の柿」として昭和
59 年新宿区天然記念物
に指定。平成 20 年枯死
したが平成 23 年 3月、
次世代に繋ごうと「落合
第二地区協議会」が西落
合公園に植樹。半年後み
ごとに10 個実りました。

一緒に調理し食すること
で、高齢者の方々から料理
の知恵やコツを教えていた
だいています。

落合第六小内に
今秋ごろ移転予定。

車イスの貸出し
しています

「四の坂」には林芙美子記念館

入口と受付

西落合診療所・精神医。
こころと体の健康管理し
てますか？新宿社協の産
業医でもある白いおひげ
の松下院長。

落合三世代交流サロン

善寺丸柿

自性院

障害のある方が
元気に働くお店で
す。日替わりランチ
やドリンクを提供し
ています。小物づく
り、絵画教室、生
け花など誰でも参
加できる、ふれあ
いいきいきサロン
を実施しています。

ボランティア募集中！ 会員募集中！

介護支援ボランティアは、高齢者の方を支
援するために施設や地域で活動しています。

活動内容や時間に応じて貯めた「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附ができます。

●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）
●講習会にご参加ください！

【日　時】 8月8日（水）午後6時～ 7時半
【対　象】 18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方、先着35名。
【内　容】 「はじめてみよう、ボランティア活動」　 

ボランティアの紹介、各活動の流れ、登録等。
【会　場】 新宿区社会福祉協議会（高田馬場1－17－20）
※ ②～④のみ活動希望の方は、ボランティア相談日に 

登録することもできます。 
ボランティア相談日： 毎週（火）午前8時半～午後7時、 

毎週（土）午前8時半～午後5時

介護支援ボランティア
（介護支援ボランティア・ポイント事業）

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

新宿区社会福祉協議会
会員募集中

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には
安心して活動していただけるように、講
習会を実施しています。ぜひご参加くだ
さい。

【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・
定員30名

【日　時】 9月6日(木)・7日(金)・10日(月)・
11日(火) 
午前9時～午後4時半

【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

新宿社協の事業・活動にご賛同いた
だき、会費で支えてくださる方を募集し
ています。

普通会員年会費 1口　500円以上

特別会員年会費 1口　2000円以上

団体会員年会費 団体・法人等の規模に 
応じた任意の額

会費は新宿社協の事業全般に 
使われています！
たとえば…
●暮らしのサポート事業
● ボランティア市民活動の 

相談・普及・啓発
● ハンディキャブ運行・ 

車椅子貸出事業
● 助成金事業(福祉活動助成)等の地

域活動支援 
など

18歳以上の
方が

参加対象

問合せ
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 問合せ
法人経営課

03-5273-2941

学生ボランティア
も大勢！

子育てコーナー
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ご寄附の
御礼

みなさまのお心のこもったご寄附
ありがとうございました！

［ 平成24年5月1日～7月2日・五十音順・敬称略 ］

【寄附物品】
物　品 氏　名 住　所

米３０kg 匿名 杉並区阿佐ヶ谷

使用済み切手多数 新宿明るい社会を 
つくる区民の会 市谷甲良町

使用済み切手多数 甲州屋呉服店 新宿
使用済み切手多数 青柳和子 新宿
未使用葉書 30 枚

（1500 円分） 岡よし江 戸山

使用済み切手多数 雷電株式会社 新宿
玄米 10kg 匿名 四谷

【その他】�ショッピングカー・おむつ・タオル類・介護食等
ご寄附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。

【寄附金】
名　前 住　所 金額（円）

牛込ボランティア　
牛込ボランティア・
地域活動サポート
コーナー

500

牛込ボランティア
ぞうりづくりの会

牛込ボランティア・
地域活動サポート
コーナー

10,000

黒澤可也 矢来町 30,000
公益法人　四谷法人会 四谷 100,000
近藤佳子 西新宿 5,000
さざんかの会　 下落合 14,400
佐藤時計店 西早稲田 1,431
新宿環境リサイクル活動
の会 西早稲田 8,517

新宿区ダンススポーツ
連盟 高田馬場 100,000

鈴木千津子 杉並区松ノ木 3,000
匿名 1,000,000
東京土建新宿支部
神楽坂分会 山吹町 9,319

双葉友の会 戸山 928,334
フリーマーケットミルクの
会

さいたま市岩槻区
岩槻 5,879

名　前 住　所 金額（円）
真壁繁 上落合 10,000
匿名 67,636

合計 2,294,016

問合せ チャレンジ支援
貸付担当 03-5292-3250

受験生チャレンジ支援
貸付事業

所得の少ない世帯に対して、中学 3 年生、高校 3
年生の保護者の方を対象に、学習塾等の受講料、高
校・大学等の受験料の貸付のご相談をお受けしてい
ます。高校・大学等に入学した場合は、返済が免除さ
れます。

審査がありますので、申請から貸付金交付まで 1ヶ
月程度かかります。また、その他貸付要件及び必要書
類がありますので、お早めに下記までお電話にてご相
談ください。

中学3年生 高校3年生

学習塾等受講料
貸付金（上限） 200,000円 200,000円

受験料貸付金（上
限） 027,400円 105,000円

◎利子：無利子　◎連帯保証人：要1名 
◎措置期間：6カ月以内　◎返済期間：5年以内

ふれあい福祉相談事業
●相談件数：延べ118件 
●相談人数：109人

車椅子貸出事業
●車椅子保有台数：259台 
●実貸出台数：181台 
●延べ新規貸出台数：359台

ボランティア・市民活動 
コーディネート事業
●パートナー登録者数（ボランティア・暮らし

のサポート協力会員・見守り協力員・ちょこ
っと困りごと援助サービス協力員、施設で
の介護支援ボランティアを含む）1,658人

●ボランティア登録団体：106団体
●新規ボランティア希望者：250人（男性94

人　女性156人）
●ボランティア活動情報提供、相談等：

5,828件
●個人･団体からのボランティアニーズ相談
：1,422件 
（実活動延件数：5,146件）

●ボランティア保険加入者：14,882人 
(うち天災プラン加入者 7,853人)

暮らしのサポート事業
●利用会員：244人　●協力会員：311人　
●延べ活動回数：5,676回 
●延べ利用時間：11,786時間 

ハンディキャブ運行事業
●利用登録者数：46人 
●延べ運行回数：1,312回

社協地区パートナー組織運営事業
●地区部会開催回数：5地区・43回

福祉教育・人材育成事業
●ボランティア体験学習会：66人
●区立小中学校総合的な学習の協力：20校

・54回　延べ生徒数：1,871人
●都立高校奉仕の授業協力：2校　延べ生

徒数：400人
●体験学習活用ガイドブックの作成･配布：

区内小中高学校等 300部
●地域コーディネーター養成講座の実施：全

8回連続講座　参加者19人

情報収集・提供事業
●ボランティア活動情報携帯電話配信 登録

者数：306人　情報配信件数：80件
●ボランティア情報紙「しずく」発行：毎月1回

・約2,500部発行

コミュニティづくり推進事業
●3地区（百人町・西戸山地区、榎町・早稲田

鶴巻地区、戸山2丁目地区）で重点的に住
民活動を支援

ボランティア・市民活動推進事業
●企業ボランティア連絡会（新宿CSRネット

ワーク）：参加企業24社　定例会7回
●地域イベント用機材貸出事業（綿菓子機・

プロジェクター等）：161件

地域ささえあい活動費助成事業
●68団体　8,363,000円

ふれあい訪問・地域見守り協力員事業
(新宿区委託事業)
●利用者数（65歳以上のひとり暮らしの高

齢者世帯等）：812人
●見守り協力員：393人　　
●声かけ訪問回数：延べ14,727回
●地域見守り協力員連絡会：43回開催

ふれあい・いきいきサロン推進事業　
(新宿区委託事業)
●支援サロン件数：54サロン 
●サロン啓発活動・人材発掘：236件 
●サロン活動相談数：270件

ちょこっと困りごと援助サービス 
(新宿区委託事業)
●利用登録者数：397人 
●協力員数：94人 
●活動件数：189件

介護支援ボランティア・ポイント事業 
(新宿区委託事業)
●参加登録者：505人（施設196人、見守り

協力員192人、ちょこっと困りごと協力員
45人、ぬくもりだより訪問配布協力員72
人）

●施設ボランティア実活動者：72人

ぬくもりだより訪問配布事業 
(新宿区委託事業)
●配布対象者：443人 
●配布協力員登録者：96人 

手話通訳者派遣事業 
(新宿区委託事業)
●利用登録者数：89人 
●登録手話通訳者数：27人 
●延べ派遣回数：600回

東日本大震災被災者支援
●発災直後の区民、コズミックセンターへの

一時避難者、都営百人町四丁目アパート
への一時入居者に対し支援

成年後見制度利用推進事業 
(新宿区委託事業)
●相談者数：1,932人
●相談件数：延べ3,124件
●講演会･出前講座等の実施：21回（参加：

延べ813人）
●新宿区登録後見活動メンバー支援養成 

登録者数：22人
●後見人研修会・交流会：各3回 
●市民後見人受任・後見監督：4件

地域福祉権利擁護事業 
（東京都社会福祉協議会委託事業）
●契約件数：延べ63件 
●専門員相談・援助件数：延べ9,529件 
●生活支援員援助件数：延べ696件

生活福祉資金貸付事業 
（東京都社会福祉協議会委託事業）
●新規相談件数：1,281件 
●継続相談件数：5,539件
●貸付件数：206件 
●貸付金額：106,100,610円

受験生チャレンジ支援貸付事業 
（新宿区委託事業）
●貸付件数：147件 
●貸付金額：10,661,600円

会費寄附金受領事務
●会員年会費：2,905件　5,189,080円
●寄附金：174件　16,553,658円
●会員のつどい～頼れるご近所さんを地域

に作ろう～開催：10回　参加者延べ265
人

広報紙「けやき」発行事業
●年6回発行　●発行部数140,000部

ファミリーサポート事業 
（新宿区委託事業）
●利用会員：2,797人 
●提供会員：386人 
●両方会員：40人 
●相談件数：2,709件 
●活動実績：延べ17,202件　

赤い羽根共同募金
●募金額：5,185,632円

歳末・地域たすけあい運動募金
●募金額：13,023,644円

応急小口資金貸付事業
●貸付件数：15件 
●貸付金額：1,246,000円

新宿区社会福祉協議会　平成 23 年度の主な事業活動

平成２３年度会計別資金収支決算集計表� 単位：円

会計別 予算現額 決算額 差異

一般会計 438,401,000 412,604,507 25,796,493

特別会計 63,176,000 56,644,931 6,531,069

特
別
会
計

公益事業特別会計
(ファミリーサポート事業） 21,548,000 20,473,413 1,074,587

応急小口資金貸付事業
特別会計 20,320,000 18,730,152 1,589,848

共同募金運動事業
特別会計 21,308,000 17,441,366 3,866,634

合計 501,577,000 469,249,438 32,327,562

本表の予算現額は、一般会計の予算現額（支出）から経理区分間繰入金支出17,270,000円を、また決算額は、一般会計の決
算額（支出）から経理区分間繰入金支出10,073,868円を、減額した額を表記している。
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新宿区社会福祉協議会

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
視覚障害者交流コーナー 03-6233-9555
聴覚障害者交流コーナー 03-6457-6100
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）

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

新宿社協会員のつどい
開催報告

備品整備･施設整備等経費
助成金のご案内

（株式会社日本財託 寄附金）

日時 9月29日（土)　午後1時〜午後4時

場所 若松地域センター　第2集会室A・B（新宿区若松町12-6）

講師 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
東京支部　所属司法書士

対象 新宿区在住・在勤・在学の方

申込方法 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、下記までお申込ください。（先着順）

成年後見制度には2つの制度があります

制度の種類 対象者の判断能力 支援者 支援者の選任方法

任意後見 判断能力がある状態 任意後見人 ご自身が選んだ任意後見人と
支援内容等の契約を締結する

法定後見 判断能力が
すでに欠けている状態

●成年後見人
●保佐人
●補助人

家庭裁判所へ申立てを行うことで
家庭裁判所が支援者を決定する

認知症になった時に備えて、今何をしておけばいいのか。
任意後見制度を中心に学びます。

今から備える任意後見講座

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

成年後見センターから講座開催のお知らせ

任意後見制度とは
あらかじめご自身が元気なときに契約を締結し、自分が選任しておいた任意

後見人に、将来認知症などで判断能力が不十分になったときに自分の生活、療
養看護や財産管理に関する事務などの支援を受ける制度です。契約は公正証
書で行います。

～頼れるご近所さんを地域に増やそう！～
6 月 29 日に、新宿社協の会員および地域で活動され

ている皆さん 204 名が参加した「会員のつどい」を開
催しました。当日は、社会福祉協議会の活動報告とアト
ラクションの琉球國祭り太鼓をご覧いただき、太鼓の
音と掛け声にあわせて、手拍子や体を動かすなど、楽し
いひと時を過ごしていただきました。

各地域の皆さんが一堂に会して行った初めての会員
のつどいでしたが、地域の支えあいをつないでいく協
力者がこんなにも参加してくださったことを嬉しく
思っています。ありがとうございました。

申込・
問合せ 地域活動支援課03-5273-9191

株式会社日本財託からの寄附金を原資とした助成
金です。交付につきましては審査があります。審査結
果は 9 月末です。詳細はお問合せください。

【対　象】 
新宿区内の福祉施設・団体

【対象事業・助成限度額】
●備品購入･備品修繕（上限20万円）
●施設整備・施設改修（上限50万円）

【申込み方法】
事前連絡の上、申請書等を8月31日（金）までにお申込く
ださい。申請書は申込窓口、または新宿区社会福祉協議会
ホームページで配布します。
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