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「赤い羽根共同募金運動」
今年も10月からスタートします！

街頭募金の
お知らせ

申込・
問合せ 法人経営課 03-5273-2941

10月1日から第66回「赤い羽根共同募金運動」
が始まります！

この募金運動で集められた募金は、主に東京都
内における福祉施設の備品整備や各種事業
に活用され、地域福祉の推進に
役立てられています。今年も
たすけあいの心で支えられる
共同募金運動にご協力お願
いいたします。

新宿区社会福祉協議会では職
員と地域住民の方で街頭募金を
行います。皆さまのご協力、よろ
しくお願いいたします。
● 実施日

 10月1日（月）・ 
2日（火）・3日（水）

● 時間
午前8時～10時 
および午後4時～5時

● 場所
JR高田馬場駅コンコース

● 募金期間：�10月1日～10月31日
 （運動期間3月31日まで）
● 募金受付窓口： 新宿区社会福祉協議会、 

各特別出張所、町会･自治会の他、 
各募金箱

※ 募金箱は、ボランティア・地域活動サポートコーナー、高齢者施設、 
各特別出張所等の公共施設に設置されます。

※共同募金への寄附は税法上の優遇措置を受けられます。

この他、東日本大震災復興支援活動と
都内全域で防災活動にも使われています。

ースローガンは「じぶんの町を良くするしくみ」ー

新宿社協でお預かりした募金額

5,185,632円
東京都内各地区募金総額（法人募金や街頭募金含む）

657,481,078円

30%30%

28%28%

42%42%

福祉施設・団体の施設や
備品の整備など
福祉施設・団体の施設や
備品の整備など

心身に障害のある方や
知的障害のある
方々のために

心身に障害のある方や
知的障害のある
方々のために

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

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

新宿区内の配分先内訳

障がいや、難病のある子ども達や、また、そのために医療的
ケアが日常的に必要になる子ども達の多くは、自由な社会参
加と体験の場が非常に限られてしまいがちです。
そして、そのご家族、ご兄弟も共になんらかの制限を強いら
れ、当たり前の家族のお出かけ、行事参加はもとより、必要な
通院さえもままならない不自由さを持たざるをえない現状があ
ります。
どんな障がいのある子ども達やご兄弟も、一人一人自ら親
御さんと離れて楽しく安全に参加できるクラブ活動やさまざま
なイベントの開催経費に募金を活用しました。また、日ごろから
お子さんの介護で忙しい親御さんに、ご自分のための時間を
提供する支援（レスパイト）も実現しました。
本当に感謝しております。どうぞこの活動が継続して行かれ

ますように、心から、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 えがおさんさん
障がいや難病・またそのために医療ケアを必
要とする子ども達と家族が、住み慣れた地域・
我が家で、安心して日常生活が送れるよう活
動している団体です。

『えがおさんさん』からの
メッセージ

赤い羽根共同募金活用報告

平成23年度　赤い羽根共同募金　実績

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10月1日発行 第126号

126 号

「けやき」は2 ヶ月に1回・1日に発行です
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子育て

誰でも
高齢者

誰でも

誰でも

ももちゃんと
あそぼうの会
読み聞かせ・ 
身体遊び・歌など

風まちサロン
おしゃべりや 
ふれあい喫茶

ほっとサロン 
えのき
食事会やクラフト、 
おしゃべりなど

青空サロン 
なかざと
青空の下、おしゃべり
や簡単クラフト

おはなしくまさん
読み聞かせや手遊び

ハロー・エンジェルス
英語の歌、手遊びを親子で楽しむ

親子であそぼう
親子が一緒に遊べる 
プログラム

ぬくぬく - 新宿
エプロンシアター

まんまカンタービレ
親子で楽しむ季節の
歌・赤ちゃん体躁

伝承折紙おりおり
折り紙を楽しむ

手作り - ぬくぬく
エプロンシアター 
作品作り

つるまき学校 
サロン
小学生と交流しながら
クラフトやおしゃべり

榎町地区
あなたの街をクローズアップ
たすけあいが
息づく街

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。

「大人も子どももみんな楽しくいきいき暮らすまち榎」
をキャッチフレーズに、子どもから高齢者まで世代を
超えた交流の場です。楽しい遊び、ゲーム、らくがき
コーナーなど、みんなで楽しい時間を過ごしています。

　マークがサロンです。
丸枠が対象者になります。
開催日時など詳細は�
お問い合わせ下さい。

地域活動支援課　牛込地区担当

TEL：03-5273-9191

〔日時〕�毎月第1日曜日�
午後1時～3 時（雨天中止）�
会場：早大通りグリーンベルト

〔主催〕�榎地区協議会�
（地域ふれあい分科会）

榎町子ども家庭支援センター

榎ふれあいデー

ボランティア募集中！ 会員募集中！

受講者募集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・会場】 ● 10月11日（木）午後2時～ 3時30分、 
新宿区社会福祉協議会（高田馬場1-17-20）

 ● 11月15日（木）午後2時～ 3時30分、 
牛込箪笥地域センターバラB（箪笥町15）

【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。
※ 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30分～午後7時、 
毎週（土）午前8時30分～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

女子医大ファミリーサポート室
保育サービス講習会

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】 12月13日（木）・14日（金）・ 
17日（月）・18日（火） 
午前9時～午後4時30分

【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

女子医大ファミリーサポート室では、東
京女子医科大学病院の職員の子育て支
援活動にご協力いただける方を募集して
います。講座終了後は 1時間 800 円～
1000 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） 
午前9時30分～午後4時30分

● 11月16日（金） 
午後1時30分～ 4時30分

● 11月21日（水） 
午前10時～午後4時30分

【場　所】 
東京女子医科大学健保会館（若松町10-2）

【参加費】 テキスト代 2,500円

18歳以上の
方が

参加対象

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191
問合せ

新宿区ファミリー・サポート・センター
03-5273-3545

主催・申込・問合せ

女子医大ファミリーサポート室
03-5369-9075

大隈庭園

鶴巻図書館

早大グリーンベルト
外
苑
東
通
り

大日本印刷

江
戸
川
橋
通
り

神楽坂駅

山吹高校

鶴巻小学校

榎町地域センター
鶴巻南公園

早稲田大学

早稲田幼稚園
早稲田小学校

早稲田通り

早大通り

早大通りには花桃の品種「源平枝垂」
が春には咲き誇ります

早稲田駅
早稲田大学

漱石公園 榎町高齢者総合
相談センター

榎町こども家庭
支援センター

地域で知り合いを増やす　ふれあいの居場所
榎町地区は新宿区社会福祉協議会が推進している地域の居

場所として、「ふれあいいきいきサロン」が多数作られ、多くのボ
ランティアさんが活動している地域です。サロン以外でも、地域
の方々の手で交流の場が作られています。たくさんの方と顔の
見える関係作りが進むことで、より安心な街づくりを目指してい
ます。

一部ではありますが、今回は地域の方々が集える場を中心に
「榎町地区」をご紹介します。

榎町子ども家庭支援センター
「シュート君」

※ 全日程に参加できない場合は遠慮なくご相談
ください。

施設内にて実施
しているサロン
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地域のくらしと個人情報
～ボランティア講座～

楽しくにぎやかな地域イベント
ぜひご参加ください！

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。

参加者
募集！

教育資金や受験費用を支援します
ご利用ください！

【日時】10月27日（土）午前10時～午後3時
【場所】毘沙門天境内（東西線神楽坂駅より徒歩2分）
【主催】神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会
※ 神楽坂まち飛びフェスタ2012についての詳細は、

下記URLへ
http://machitobi.net/

【日時】 11月6日（火）午後1時30分～ 4時
【会場】 四谷区民ホール（内藤町87）
【講師】 村井祐一氏（田園調布学院大学　人間福祉学部教授）
【協力】 NPO法人 訪問劇団あい
【申込方法】  電話・FAX・Eメール・はがきのいずれかで 

下記までお申込ください。定員450名

住所・Eメールアドレスは4面をご覧ください

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

問合せ 貸付担当 03-5273-3541

問合せ チャレンジ支援貸付担当 03-5292-3250

問合せ・申込み 地域活動支援課 電話 03-5273-9191
FAX 03-5273-3082

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7月2日～9月12日・五十音順・敬称略 ］
【寄附物品】

物　品 氏　名 住　所

扇風機 4 台・LED3 個 株式会社ノジマ 横浜市西区
みなとみらい

使用済切手多数 坂町亀甲会 坂町
使用済切手多数 西京信用金庫 新宿
手作り雑巾５５枚 白寿会 高田馬場
使用済切手多数 本間久子 若松町

使用済切手多数
みどりクラブ 
社団法人 東京都 
老人クラブ連合会

西新宿

未使用タオル類・
使用済み切手多数

四谷地区民生委員・
児童委員協議会 四谷

白米２０kg 匿名 新宿
★お願い：四足の杖がありましたらご寄附ください
★�おむつ・シルバーカー・シャワーチェアー・毛糸・防水シーツ・石鹸・
タオル類等ご寄附された物品は�
地域で必要とされている方に活用していただいております。
※�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）

小布の会
車椅子購入費として (1台）

牛込ボランティア・
地域活動サポート
コーナー

35,500

牛込ビーズの会
車椅子購入費として(2 台）

牛込ボランティア・
地域活動サポート
コーナー

71,000

学校法人立教学院 豊島区 10,000
株式会社日本財託 西新宿 5,000,000
近克己 大久保 10,000
信濃町商店振興会 信濃町 222,051
戸山ハイツ西通り商店会 戸山２ 16,915
橋本ヱミル 津久戸町 5,000
フリーマーケット
ミルクの会 さいたま市岩槻区 13,064

真壁繁 上落合 20,000
村松つよし 四谷 1,000
山岸　隆雄 細工町 44,844
匿名 274,000

合計 5,723,374

神楽坂まち飛びフェスタ2012 教育支援資金
［学校の授業料・入学金等］

受験生チャレンジ支援貸付事業
［学習塾等受講料と高校・大学等の受験料］

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

神楽坂まち飛びフェスタ（10 月 13 日～ 11 月 3 日）に、牛込地
域で活動しているボランティアグループが 1 日出店をします。当日
は布ぞうりの製作実演や、ビーズ小物等の作品の展示販売を行いま
す。（雨天中止）

他の資金からの借入れが困難で、返済の見込みがある所得の少ない世帯に
対して、学校教育法に規定する下表の学校に進学予定又は在学している方を
対象に、入学金・授業料等の貸付の相談を受けております。

修学する本人が借受人、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資金を借
り受けて修学し、卒業後返済していただきます。進学・進路及び返済について、
家族で話し合いの上で申請をお願いします。貸付申請から返済まで、民生委
員が相談援助に関わります。

東京都社会福祉協議会の審査があり、申請から貸付金交付まで 1 ヶ月程度
かかりますので、お早目のご相談をお願いします。入学前でも予約申込みが
できます。また、貸付の要件及び必要書類がありますので、まずは下記までお
電話にてご相談ください。

高等学校
専修学校

（高等課程）
高等専門学校

短期大学
専修学校

（専門課程）
大学

教育支援費（月額上限） 3万5千円 6万円 6万円 6万5千円
修学支度費（上限） 50万円（入学時のみ対象）

◎利子：無利子　◎返済期間：卒業後6カ月据置、14年以内で返済
※奨学金〔日本学生支援機構(大学)・東京都育英資金(高校)〕の利用が優先です。在学中の学校が受付窓
口です。期間が限られておりますので、急ぎご相談ください。　※母子世帯の方は区役所の母子福祉資金を
ご利用ください。　※すでに支払われた学費については、貸付の対象にはなりません。

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。

多くのボランティアの皆さんに、寸劇を通して、「個人情報保護」
について正しい理解を深めていただく講座を開催いたします。講師
には、個人情報の研究者として全国的に活躍されている、村井祐一
氏をお迎えします。日頃のボランティア活動に役立つ内容です。ぜ
ひご参加ください。

「布ぞうり」などを
実演販売

◎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
◎申請期限： 平成25年 

1月末

問合せ 法人経営課 03-5273-2941

新宿区社会福祉協議会
会員募集中！

新宿区社会福祉協議会の事業・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

3面



【日時・内容】  平成24年11月9日（金）
※入門編・申立編どちらかのみでもご参加できます

入門編  午後5時30分～ 6時30分
「どんな人が成年後見制度を使えるの？何をしてもらえる
の？どうしたら利用できるの？」等、成年後見制度の基本知
識を法定後見を中心に学びます。

申立編  午後6時40分～ 8時10分 成年後見制度（法定後見）の申立書類の作成を中心に 
申立の流れ、手続きのポイントを学びます。

成年後見制度について“障害”をテーマに、さまざまな企
画をとおして学ぶイベントです。成年後見制度に関心のあ
る方、将来にむけて利用を考えている方、地域のために何
かしたい方等々、ぜひお気軽にお越しください。
“障害”と“成年後見制度”のことが、�
楽しみながらわかるイベントです！

4面
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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

お問合せ・お申込は

新宿区成年後見センター（住所は下記をご覧ください）

電話：03-5273-4522  FAX：03-5273-3082  E-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp
新宿区社会福祉協議会は新宿区の委託を受け、成年後見制度推進機関（新宿区成年後見センター）を運営しています。

成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力
が十分でない人の権利を守る民法に基づく制度です。

講座参加
募集！

テーマは障害！！ みんなで学ぼう！ なるほど成年後見制度 ～私と家族と後見人～

【会　場】  新宿区社会福祉協議会　地下会議室Ａ（新宿区高田馬場1-17-20）
【講　師】  司法書士（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会員）
【対　象】 新宿区在住･在勤･在学の方
【定　員】 40名　　【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・参加希望（入門編・申立編・
両方）を明記の上、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）

【開催日】 平成24年12月1日（土）
 午前11時～午後4時

【会　場】  新宿文化センター 小ホール、会議室 
（新宿区新宿6-14-1）

【参加費】 無料
【協　力】 成年後見制度普及イベント実行委員会

展示
ブース

販売
ブース

後見
cafe

ミニ講座※ 詳細は、ホームページ・区掲示板・ポスター等でお知らせします
講談師　神

かん
田
だ

織
おり

音
ね

氏

講談・パネルトーク・ミニ講座は予約優先。

開
催
情
報

成年後見制度普及イベント

成年後見制度  秋の夜長の2連続講座　～入門から申立まで～

成年後見制度、区内障害関連情報について
パネル掲示

区内障害団体によるパンやクッキー、 
手作り作品等の販売

成年後見専門家・障害団体関係者に相談が
できます。成年後見制度の内容・利用方法、
障害のある方への支援について等々何でも
ご相談下さい。

「本当に使えるの？成年後見制度」ざっくばら
んに制度利用について考えてみませんか。
ぜひご参加ください。

講談
＋

パネルトーク
講談師 神田織音氏による

成年後見講談

［パネルトーク］
障害者支援に詳しい専門家
が制度について語ります。

開演時間
午後1時
定員200名

4面


