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報告

赤い羽根共同募金チャリティコンサート開催！

10月28日（日）地域の多世代交流を図るとともに、赤い羽根共同募金、東日本大震災の義援金を募る、上落合東
部町会主催「第5回落合の里チャリティコンサート」が落合第二小学校で開催され、162名の方が参加されました。
オープニングを飾ったのは、落二小音楽クラブによる軽快な演奏「君の瞳に恋し
てる」。続いては、ニューオリンズ・クラリネット奏者の田村氏によるディズニーか
ら美空ひばりまで多世代が楽しめるジャズ演奏が行われ、会場は大いに湧きました。
そして、トリを勤めたバンド“ハブファン”がシャカタク他7曲を軽やかに演奏し、
パワフルなサックスを披露、会場はアンコールと拍手の渦に包まれました。
このチャリティコンサートは来年秋も開催予定です。ぜひ会場までお越しください。
【問合せ】新宿ボランティア・市民活動センター落合地区担当

報告 神楽坂まち飛びフェスタ２０１２参加

報告 災害ボランティア派遣訓練を実施

10月27日（土）に毘沙門天善國寺境内にて、牛込ボ
ランティア・地域活動サポートコーナーでボランティア
として活動している皆さんが、作品を持ち寄って出店を
いたしました。手作りのビーズアクセサリーやご寄付い
ただいた布地で作成した小物・小袋などを販売しました。
境内では、福島県商工会議所女性会連合会による福島
の特産品を扱った「ふくしま
市」も出店され、賑わいを見
せ、終始笑顔の活気あるイベ
ントとなりました。

10月21日（日）に区内最大規模1,000人以上の地域
住民が参加した避難訓練が東戸山小学校避難所運営管理
協議会主催で行われました。
新宿区社会福祉協議会では「災害ボランティアセン
ター」からのボランティア派遣訓練を実施し、受付・活
動調整・派遣・活動・振返りを行ないました。
また、今回は新宿区立障害者福祉センターの方々にも
ご協力いただき、牛込消防署のご指導のもと、自力での
避難が困難な方を移送する
訓練を行いました。新宿区
社会福祉協議会では、今後
も地域の皆さんと防災への
取組みを続けてまいります。
【問合せ】
新宿ボランティア・市民活動センター若松地区担当

【問合せ】
新宿ボランティア・市民活動センター牛込地区担当

おし 第６回グリーンエレファント・グリーンバード・新宿区内福祉施設コラボ掃除 参加者募集！
らせ
「コラボそうじ」は、清掃を通じて障害のある人もない人も混ざり合う場として、株式会社丸井新宿マルイ本館の
社員有志グループ「グリーン・エレファント」、日頃から清掃活動に取り組むNPO法人グリーン・バードと、新宿
区内の福祉施設が連携・協力して実施しています。清掃後に新宿マルイ本館にて交流会も企画しています。清掃だ
けのご参加もOK！お気軽にご参加ください。
【日時】 12月4日（火）9時15分集合※雨天時12月11日（火）に延期
【場所】 新宿マルイ本館裏（新宿区3-30-13）
【問合せ】新宿ボランティア・市民活動センター
TEL 03-5273-9191

報告

今年で６年目！大久保地域
高齢者交流会を開催！

おし 平成２４年度歳末・地域たすけあい運動に
ご協力をお願いします
らせ

ご近所同士の交流を目的に始まった大久保地域高齢者
交流会（大久保いも煮会）が今年で6年目を迎えまし
た！当日は、地域の民生委員さんたちが、朝早くから愛
情込めて作ってくれた鍋10個分のいも煮を、47名の参
加者の方々、地域のボランティアさん、実行委員会メン
バーみんなで美味しく、楽しくいただきました。
また、今年も大久保3丁目
アパート新和会の皆さまから
すてきな手作り小物をたくさ
んご寄贈いただきました。

年の瀬が迫る中、今年も地域の「たすけあい、ささえ
あい」をすすめることを目的に、歳末・地域たすけあい
運動を実施させていただきます。例年、皆さまからいた
だく多額の募金は、『だれもが安心して暮らせるまち』
実現のため、当協議会が実施する事業
の貴重な財源として活用させていただ
いております。平成23年度の募金総額
は￥13,023,644円でした。今年度も
温かいご協力をお願い致します。

【問合せ】
新宿ボランティア・市民活動センター大久保地区担当

【問合せ】新宿区社会福祉協議会
法人経営課 03-5273-2941

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
知的障害施設での作業のお手伝い（戸山） ７
要件：平日9時半～16時 ※午前・午後のみ参加も可能
施設：新宿区立新宿福祉作業所

高齢者関係
お話相手、レクリエーション補助等（北山伏町） １
要件：月～土曜日 ※金曜日除く 10時～16時他、応相談
施設：特別養護老人ホーム あかね苑
有料老人ホームでのお手伝い（高田馬場） ２
書道・フラワーアレンジメント・お話し相手等
要件：日時応相談
施設：ホームステーションらいふ高田馬場

お話相手や外出時の付き添い（高田馬場） ８
障がいのある方の通う福祉作業所での活動
要件：月～金曜日 10時～12時または13時～16時
施設：新宿区立高田馬場福祉作業所

９
障がい者施設内でのお手伝い(中落合)
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

車椅子の清掃、洗濯物の整理等（北新宿） ３
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・調理補助ボランティア（北新宿）４
要件：日時応相談
施設：有料老人ホーム せらび新宿

「よりみちサロン」のお手伝い(西新宿)１０
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：12月14日(金) 場所：西新宿児童館

個人・その他
イベントのお手伝い（西早稲田）

障がい者・児童関係
小学校での学習サポート（四谷地区）

てんかん協会ふれあいフェスタの準備・設営等
要件：12月8日（土）9日（日）時間応相談
場所：都立戸山公園アスレチック広場

５

発達障がいのある小学2年生男児 への学習支援
要件：月～木曜日 8時半～14時半 応相談
場所：詳細は希望者へお伝えします

サロンで託児のお手伝い（河田町）

１１

施設内ガーデニングのお手伝い（西早稲田）１２
要件：月～金曜 ※応相談
施設：西早稲田リサイクル活動センター

６

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

本人・家族の交流会サポート
若年認知症家族会 彩星の会
日時：11月25日（日）13時～16時半
場所：首都大学東京荒川キャンパス（荒川区）

１３

情報掲示板
フォーラム
「若年性認知症を受け入れる地域社会づくり」
高齢社会到来！「認知症」65歳以上10％と推定。決し
て他人事ではない認知症、一人ひとりの課題と考えて一緒
に取り組んでいきましょう！
【第一部】長谷川式簡易知能評価スケールを開発された
長谷川和夫先生の講演「認知症-ぬくもりの絆
を創る」
【第二部】シンポジウム 「家族の思い 専門家の知恵」
〇日 時 12月17日（月）13時半～16時半
〇場 所 戸山サンライズ(新宿区戸山1-22-1 )
〇参加費 1000円（認知症ご本人500円）
〇定 員 240人 〇申込締切 12月10日（月）
〇問合せ 若年認知症家族会 彩星の会
TEL：03-5919-4185
（月･水･金11時～17時）

高校生ボランティアプロジェクト
高校生の今だからこそ感じることがある！できることが
ある！YMCAをきっかけに仲間と一緒に創るボランティア
活動をはじめてみよう！！
○日 時 11月23日（金・祝）～25日（日）
※事前にオリエンテーションがあります。
○活動場所 宮城県石巻市内および周辺地域
○宿泊場所 YMCA石巻支援センター
〇定 員
10名程度
○参加費
15,000円（交通費、宿泊費、食事代、お風
呂代、保険代を含みます）
○申込み・問合せ 公益財団法人東京YMCA
山手コミュニティーセンター
TEL 03-3202-0321

オーケストラによる演奏会のご招待
〇日 時 2月10日（日）開場：13時半 開演：14時
〇場 所 新宿文化センター大ホール
〇料 金 無料（先着50名）
※未就学児の入場はご遠慮ください
〇プログラム エグモンド序曲、ヴァイオリン協奏曲
交響曲第６番「田園」
〇問合せ NCS事務局 担当：野口
TEL 080-4817-2602
MAIL ncsprs@yahoo.co.jp

くらしの法務相談会
「くらしの法務相談会」遺言・相続、老後の不安、借金、
不動産問題等、行政書士が個別に相談に応じます！
○日 時 11月24日（土）13時～15時 要予約
○場 所 新宿コズミックセンター３階会議室
○参加費 1,000円
○問合せ けやきの会 担当：田中
TEL 03-5925-8896

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。

「聞こえの問題を考える連続講座」開催
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（各回要約筆記あり）
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 平成25年1月19日(土)「補聴器と補聴援助機器」
各回 14時～16時
※第1･2回は既に終了。
ご関心のある回のみの参加が可能です。
〇場 所 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

第11回新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソンボランティア追加募集！
新宿を駆け抜ける10,000名を超えるランナーのみなさ
まに安全に走行してもらえるよう、大会当日の沿道整理や
安全管理、参加者の受付など、大会運営のお手伝いをして
いただける方を募集します。
〇日 時
平成25年1月27日(日)7時50分～14時半
〇場 所
国立競技場または周辺沿道等
〇対 象
16歳以上の方
〇申込締切 11月30日（金）
○申込方法 応募を希望される方は下記宛に電話かＦＡ
Xにて①氏名②住所③電話番号④年齢をお
伝えください。財団HPからも申込めます。
〇主 催
新宿シティハーフマラソン・区民健康マラ
ソン実行委員会
〇問合せ 公益財団法人新宿未来創造財団（レガス新宿）
TEL 03-3232-5122（平日9時～17時）
FAX 03-3209-1833

虐待を受けた子どもと
その親を救うために大切なこと
今回のセミナーでは、支援者の誤解が適切な援助を防げ
ないために、虐待の原因や加害者である親の心理状態をお
話いただきます。
〇日 時 11月23日（金・祝）９時～11時半
〇場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター
センター棟403教室
〇定 員 80名 〇申込締切 11月21日（水）
〇参加費 事前申込 2,500円 当日申込 3,000円
〇申込み MAIL又はFAXで①セミナー名②住所③名前
④電話番号を書き下記までお申込みください。
その後、口座へお振込みください。
※振込み方法についてはお問合せください
〇問合せ FAX 03-3352-2214
MAIL info@kokoro-kanade.net

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。

成年後見制度普及イベント
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～
成年後見制度は、民法に基づき、認知症や知的障害・精神障害等で判断能力が十
分でない方の権利を守る制度です。今回のイベントでは、講演、展示販売、講座、
後見人caféを同時進行で行います。当日は障害のある方やご家族、後見人や今後
の支援を考えている方、地域の方など、多くのご参加をお待ちしています！！
〇日 時 12月1日（土）11時～16時（開場10時半）
〇場 所 新宿文化センター 〇参加費 無料
◆講 演 手話ダンス、成年後見の寸劇・講談、パネルトーク（定員20０名）
※入退館自由

◆展 示 区内障害者団体紹介、ビデオ上映、成年後見･権利擁護関係情報コーナー
◆販 売 区内障害者団体によるパン・クッキー、手作り作品･野菜、制度関連書籍等
◆講 座 後見対談(ミニ講座)：第３会議室 ※事前申込み優先
◆Café＆茶話会 後見人･障害関係者･専門家･成年後見に関心のある人等による交流
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

新宿区 若者のつどい＜深まる絆つながる未来＞
新宿区では30歳代の若者を中心に仲間づくりや行政に関心を持ってもら
うきっかけづくりとして、「新宿区 若者のつどい」を開催します。当日ど
なたでもご来場いただけます。見て楽しく聞いてタメになるイベントが盛
りだくさん！ぜひご来場ください！
〇日 時 12月15日（土）12時15分～16時半
〇場 所 新宿文化センター
〇内 容 吉本芸人によるお笑いライブ＆座談会、よしもとえんにち 出
会い＆懇親の場カフェコーナー、災害復興支援活動コーナー、
若者向け“タメになる人生設計講座とコミュニケーション講
座”、行政情報コーナーなど
〇問合せ 新宿区子ども家庭部子ども家庭課
TEL 03-5273-4260

TEL.5273-9191

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
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※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

