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報告 大学生と地域のコラボ企画 「百人町さんさん夏祭り」大盛況！
残暑も厳しい8月25日（土）に、西戸山公園にて「百人町さんさん夏祭り」が盛大に開催されました。
このイベントは「Joy study project※」の大学生の皆さんの入念な準備や熱意、周辺の町会・自治会、都営百人
町三丁目・四丁目アパート連絡会の皆さんのご協力、 ㈱日本財託さまの協賛などにより実現しました。約500人もの
地域の方々にご参加いただき、活気あふれる夏祭りとなりました。
「浪江焼きそば」をはじめとした屋台はすべて完売し、メインイベン
トの盆踊りは、地域の皆さんと学生さんがいっしょに踊り続け、大盛況。
お年寄りから子どもまで多くの方の交流の場となりました。なお、今回
の各屋台の売上げは、東日本大震災義援金として全額寄付いたします。
※Joy study projectは、東日本大震災の復興支援の一環として、新宿区内に
避難されている方々のサポートをはじめ、地域全体のコミュニティづくりの支援
を目的に活動する大学生のボランティアネットワークです。

スターバックス コーヒー高田馬場早稲田通り店
「等身大アート」展示開催

報告

この8月、 スターバックス コーヒー 高田馬場早稲田通
り店に区立新宿福祉作業所のアート作品が展示されまし
た。5月に協働で高田馬場の清掃活動を実施したことを機
会にして交流が生まれ、今回の企画につながりました。
展示された「等身大アート」は、新宿福祉作業所の利
用者の方々が大筆で描いた自画像です。現物は等身大の
大きな作品ですが、今回はそれをアレンジしたカラフル
な額縁のものを展示しました。展示開始以来、作業所の
方々が毎日のようにお店に
通っているそうです。
個性豊かなアート作品
を通じて、多彩な感性に触
れ、地域での繋がりを増や
していく機会をこれからも
皆さんと作っていきたいと
思います。

報告

告知 「新・サロン虹」オープンします！
～地域高齢者の方やそのご家族が自由に憩える空間を
目白大学の学生がまごころを込めて作ります～
日時：平成24年9月22日（土・祝）15時～16時
場所：リアンレーヴ高田馬場１階
サロン内容：ジャズバンド演奏、ピアノ演奏
（コーヒーやパンの販売もあります）
対象：地域にお住まいの高齢者の方やそのご家族
主催：目白大学学生グループ
問い合わせ：
新宿区社会福祉協議会
担当：阿部
電話：03-5273-9191

㈱日本財託さまへ感謝状の贈呈をさせていただきました

8月27日（月）午後3時、新宿区役所にて、新宿区社会福祉協議会の名誉会長でもあ
る中山弘子区長より㈱日本財託代表取締役 重吉勉様へ感謝状の贈呈が行われました。
㈱日本財託さまは、平成6年より新宿社協へ定期的にご寄附をいただいております。
そして、平成22年度からは、“寄附金を目に見える形で地域福祉に役立てて欲しい”と
いうご意向により、助成金として地域の施設・団体の方々に活用していただいておりま
す。また、社員の皆さまも被災者支援ボランティア活動や研修として認知症サポーター
講座を受講されたりと社を挙げて社会貢献に熱心に取組まれています。それらの活動に
新宿社協として、感謝の気持ちをお伝えするため、このたび感謝状をお渡ししました。

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 ＴＥＬ （５２７３） ９１９１
園児の外出の付き添い・遊び相手（北新宿） ９

高齢者関係

要件：平日 時間応相談
施設：よろい保育園

特別養護老人ホームでのお手伝い（北新宿）１
入浴介助補助、施設内の清掃、囲碁の相手等。
要件：平日 時間応相談
施設：北新宿特別養護老人ホーム かしわ苑

お話相手などのボランティア（北新宿） ２
要件：日時応相談
施設：有料老人ホーム せらび新宿

若松ふれあいまつりでのお手伝い(若松河田) １１

お話相手、レクリエーション講師等（市谷柳町）３
要件： 10時半～16時 曜日応相談
施設：有料老人ホーム メディアシスト市谷柳町

子ども向けイベントゲーム・ケロリンピックのお手伝い
要件：10月7日（日）10時～16時 ※時間応相談
場所：荒木町界隈（丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩5分程）

４

「よりみちサロン」のお手伝い(西新宿)
ハンディがある子ども達が楽しく過ごせるサロンを開催
要件：10月19日(金) 場所：西新宿児童館

障がい者施設内でのお手伝い(中落合)

６

要件：①日常活動介助・平日10時～15時の希望時間
②一芸披露・随時応相談
施設：新宿区立あゆみの家

７

遊び相手・学習補助等 （住吉町）
要件：平日14時～18時 日曜日 9時～16時
施設：テラコヤキッズ新宿本教室

個人・その他
１４
「絵本を届ける運動」のお手伝い（大京町）
リサイクル・ブック・エイドの簡単な事務作業お手伝い
要件：平日の午後、週一回程度の活動
施設：シャンティ国際ボランティア会

施設内での花壇の手入れ、水やり等（西新宿）１５
要件：月～日曜日 都合のよい曜日1～2時間程度を複数回
施設：エコギャラリー新宿

児童関係
サロンで託児のお手伝い（河田町）

１３
子育て支援講座中の託児（信濃町）
要件：10月11(木)、13(土)、15(月)、22(月)、29(月)日
いずれも10時～12時半、 0～未就学児対象
施設：信濃町子ども家庭支援センター

５

知的障害者の通所施設での模擬店、バザー会場での販売等
要件：11月10日（土） 8時半～15時
施設：区立新宿生活実習所（通称：ぽれぽれ福祉園）

障がい児放課後等デイサービスお手伝い

若松ふれあいまつりの福祉ブースのお手伝い
要件：10月7日（日） 9時半～15時 ※時間応相談
施設：若松地域センター

四谷大好き祭りでのゲームお手伝い(荒木町)１２

障がい者関係

お祭りのお手伝い(弁天町)

児童館こどもまつりのお手伝い(市谷薬王寺町)１０
子ども達と一緒に店舗の運営や補助、片付けのお手伝い
要件:10月20日（土）12時半～16時 応相談
場所：区立薬王寺児童館

近所への外出付添い（戸山）
視覚障がいのある女性の外出の付き添い
要件：月曜日 12時半～14時

１６

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
要件：時間応相談

１７

８

要件：水曜日10時～12時 女性
会場：ＵＲ河田町コンフォガーデン キッズルーム

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。

遺言添削会（遺言基礎セミナー付）

子どもショートステイ協力家庭募集

遺言に問題無いか心配な方、お持ちください。行政書士
が個別指導いたします。作成したい方も歓迎！
○日 時 10月20日（土）13時～15時
11月24日（土）13時～15時
※毎月第3土曜日開催
○会 場 新宿コズミックセンター３階大会議室
○定 員 先着 各5名 要予約
○参加費 1,000円（資料代）
○問合せ けやきの会 担当：田中
TEL 03-5925-8896

子どもショートステイは、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、二葉乳児院または地域
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。
登録研修を行いますので、地域で子育て支援活動をしたい
とお考えの方はぜひご参加ください。
〇対 象 区内在住で協力家庭に登録を希望される方
〇日 時 9月25日（火）10時～15時半
〇会 場 地域子育て支援センター二葉
〇申込み・問合せ ＴEL 03-5363-2170
〇締 切 9月21日（金） 〇持ち物 筆記用具・昼食

アニメ映画「明日の希望」完成有料試写会
現代ぷろだくしょん
自立した障がい者の理想郷をつくるために、人生のすべ
てをかけた男・高江常男の物語アニメーション映画完成有
料試写会を下記の通り行います。山田火砂子監督の舞台挨
拶があります。
〇日 時 11月11日（日）
①10時半 ②14時半
〇会 場 四谷区民ホール
〇前売券 一般1,300円
こども（4歳～中学生）1,000円
〇当日券 一般1,600円
こども（4歳～中学生）1,200円
シニア（60歳以上）1,000円
障がい者1,000円
〇申込み・問合せ （株）現代ぷろだくしょん
TEL 03-5332-3991
FAX 03-5332-3992
MAIL gendaipro@gendaipro.com
○最新情報 http：//www.gendaipro.com/kibou

震災支援団体「Legami（レガーミ）」
南三陸町ボランティアスタッフ大募集！！
通常の瓦礫撤去ではなく、被災地の方々との交流やライ
ブ、炊き出し、カルチャー教室の開催などで被災地を盛り
上げたり、老舗ホテルに宿泊して観光をすることで被災地
を元気づける活動を行います。
〇日 時 平成24年10月6日(土)～10月8日(月)
〇場 所 宮城県南三陸町横山仮設住宅、他
〇対 象 健康に自信のある16歳以上の男女
その他要件については下記ホームページを参照
〇定 員 20名(先着順）
〇参加費 32,150円（現地までの交通費・宿泊費含む）
○説明会 9月29日（土）、30日（日）に実施
〇申込み・問合せ 震災支援団体「Legami(レガーミ)」
TEL 090-1325-8463
MAIL yoshiiikoba@gmail.com
広報担当:小林
○ホームページ: http://2012215.jimdo.com/

ライフエンディングサポーター募集
NPO法人ライフデザイン研究所では、葬儀・仏事に関す
る相談や勉強会などの支援を行っています。
勉強会の準備や簡単なPC操作のお手伝いをして下さる方
募集しています。
ボランティア活動しながら、講座に参加したり相談員や傾
聴ボランティアを目指すこともできます。
〇日 時 10時～17時の間で応相談
〇場 所 新宿区新宿5-18-20-9F
副都心線「新宿三丁目」駅E1出口より徒歩1分
〇問合せ NPO法人ライフデザイン研究所
TEL 0120-38-7830 担当：直江

成年後見センター
「今から備える任意後見講座」のご案内
〇日 時 9月29日（土）13時～16時（要予約）
〇会 場 若松地域センター 第2集会室A・B
〇講 師 司法書士 〇定 員 40名
〇申込み・受付 電話・FAX・MAIL・ハガキのいずれか
で申込みください（参加費無料）
〇問合せ 新宿区成年後見センター
TEL 03-5273-4522
FAX 03-5273-3082
MAIL skc@shinjuku-shakyo.jp

女子医大ファミリーサポート
「保育サービス講習会」受講者募集
女子医大の職員の子育て支援活動にご協力いただける方。
講座終了後は1時間800円～1,000円程度の報酬を受け活
動できます。
○日 時 11月7日(水)9日(金)、12日(月)、14日(水)
9時半～16時半
11月16日（金）13時半～16時半
11月21日（水）10時～16時半
○場 所 東京女子医科大学健保会館
○参加費 テキスト代のみ2,500円
○問合せ 女子医大ファミリーサポート室
TEL 03-5369-9075
※全日程に参加できない場合は遠慮なくご相談ください。
※新宿区ファミリーサポートセンター提供会員の方は免除
科目があります。

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
講習会参加者募集
施設や地域で高齢者を支援するための活動を行うとポイ
ントが貯まります。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。） 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 9月26日（水）、10月11日（木）
各日 14時～15時半
※ 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）8時半～19時
毎週（土）8時半～17時
〇会 場 新宿区社会福祉協議会 地下会議室
〇定 員 35名
〇参加費 無料
〇問合せ 新宿ボランティア・市民活動センター
TEL 03-5273-9191

赤い羽根共同募金のご協力を
お願いいたします
今年度は「じぶんの町をよくするしくみ」というスロー
ガンのもと、10月1日から赤い羽根共同募金運動がはじま
ります。皆さまのご協力をおねがいいたします。なお、赤
い羽根共同募金は被災地支援にも役立っています。
○募金方法 ・町会、自治会を通して募金
・各地域の特別出張所窓口
・各公共施設等設置の募金箱
・社会福祉協議会窓口
（寄付金は税法上の優遇措置を受けられます）
○期間
平成24年10月1日～10月31日
○問合せ
新宿区社会福祉協議会法人経営課
TEL 03-5273-2941 担当：岡田

TEL.5273-9191

「聞こえの問題を考える連続講座」
５回の連続講座ですが、１回だけのご参加でも結構です。
聞こえに困っているご本人、ご家族、支援者、ご関心のあ
る方など、どなたでもご参加いただけます。
〇日時及び内容※第1回の講座は9月15日（土）終了
第2回 10月20日(土) 「耳の病気と聞こえの仕組み」
第3回 11月17日(土) 「聞こえない人のコミュニケー
ション学習とコミュニケーション支援」
第4回 12月15日(土) 「手を動かして話をしよう」
第5回 1月19日(土) 「補聴器と補聴援助機器」
いずれの回も14時～16時
※各回要約筆記あり
〇会 場 新宿区社会福祉協議会 地下会議室
〇定 員 30名
〇参加費 無料
〇問合せ NPO法人 東京都中途失聴・難聴者協会
TEL 03-5919-2421
FAX 03-5919-2563
MAIL info@tonancyo.org

「赤ちゃんとママのスキンシップ教室」
参加者募集
アロマセラピストによる親子のためのスキンシップ教室
が開講します。赤ちゃんの発達促進や親子の絆を深める効
果があるといわれるベビーマッサージに興味がある方にお
すすめです。マッサージを含め赤ちゃんとスキンシップを
して楽しいひとときを過ごしましょう。動きやすい服装で
ご参加ください。
〇日 時
9月21日（金）、28日（金）
各日 10時～11時半
〇会 場
榎町地域センター２階 和室
○持ち物
バスタオル
○参加費
1回1,000円
〇問合せ
すくすくハッピークラブ
TEL 090-5314－6881 担当：渡辺

FAX.5273-3082

新
宿 MAIL shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
ボ ラ ン テ ィ ア URL
http://www.shinjuku-shakyo.jp
市 民 活 動 〒169-0075新宿区高田馬場1-17-20
セ ン タ ー 開所日時 ：月～土曜日（祭日は除く） ８：３０～１７：１５

ティア
ボラン 報を
情
活動 話へ
電
携帯 信中
配
時
随

※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

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3260-9001

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

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

箪笥町
榎町
戸塚
大久保

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー

視覚障害者交流コーナー TEL.FAX 6233-9555

TEL.FAX:5996-9363
TEL.FAX:3363-3723

落合第一
落合第二
柏木
角筈

新宿区ファミリー・サポート・センター TEL.5273-3545
聴覚障害者交流コーナー TEL.FAX 6457-6100

