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報告

ボランティア講座～地域のくらしと個人情報～ 大盛況！

プライバシーと個人情報の取り扱いについて理解を深めていただくことを目的に、11月6日（火）四谷区民ホール
にて「ボランティア講座～地域のくらしと個人情報～」が開かれました。
当日は現在ボランティア活動をされている方をはじめ、多くの方にご来場い
ただきました。まずはじめに、田園調布学園大学教授 村井祐一氏による個人情
報とプライバシーについての講義が行われ、守秘義務に守り、さらに個人情報
を活用していくポイントなどについてお話いただきました。その後、「ＮＰＯ
法人訪問劇団あい」の皆さまによる「ボランティア活動中によくあるシーン」
という寸劇が行われました。寸劇の合間には講師の村井氏の解説も入り、個人
情報とプライバシーの違いや対応の考え方など、今後のボランティア活動に活
かせる内容を楽しくわかりやすく学べる講座となり、好評をいただきました。

暮らしの
サポート事業
協力会員募集

報告

地域住民がお互いにたすけあい、支援する人も支援の必要な人も同じ会員として利用する
事業です。状況に応じて、有償・無償で活動を調整します。できることを、できる時に、皆
さまのお力を地域で活かしてみませんか？ ご登録時に簡単な研修(説明)をさせていただき
ます。お気軽に下記までお問合せください。
《ボランティア相談日》
毎週火曜日 10時～19時、毎週土曜日 8時半～17時
※ご都合が悪いときはご相談ください。別途日時を調整いたします。
【問い合わせ】新宿ボランティア・市民活動センター
ＴＥＬ 03-5273-9191

「手編みの会」の皆さんが
新宿かしわまつりに出店

11月18日（日）新宿かしわまつりに、淀橋ボラン
ティア・地域活動サポートコーナーでボランティア活動
をしている「手編みの会」の皆さんが出店されました。
手編みの会は作品販売の売上金で、区内の施設等に備
品の寄付をされているグループです。大人気の一品「ア
クリルたわし」をはじめ、これからの季節にぴったりな
手編みのマフラーや帽子、
あたたかいデザインのバ
ッグなど、普段の活動の
中で作られた手作り作品
は毎年たいへん好評で、
今年も賑わいをみせてお
りました。
【問合せ】
新宿ボランティア・市民活動センター淀橋地区担当

報告 落合第一・第二見守り連絡会開催
11月、２回にわたって落合地区の地域見守り協力員の
方々との連絡会が開かれました。今回は来るべき冬に備
えて、新宿消防署の職員の方をお迎えし、防火対策のノ
ウハウをお話しいただきました。
協力員の皆さんは情報誌「ぬくもりだより」を月2回
お届けしながら高齢者のお宅を訪問しているため、注意
喚起をする機会も多く、とても熱心にお話を聞かれてい
ました。また火災だけでなく、救急搬送された場合の対
応についてなど、日ごろから
の備えや「もしも……」のと
きの具体的な対策についての
質問もあがり、活気ある充実
した連絡会となりました。
【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

地区情報
報告 上落合地域交流館主催

ボランティア講座「咲かせるカフェ」開催に協力

11月28日（水）ボランティア講座「咲かせるカフェ」が上落合地域交流館にて開かれました。
「地域の中で自分にもできること」をテーマに30名の方々がグループに
分かれ、活発なディスカッションを繰り広げました。参加された方々からは
「自分の趣味や特技を活かせる活動があるのね！」「健康のために見守り活
動ならできるかも？」などといった声をいただき、ボランティアを身近な活
動と感じてくださったようでした。
また、今回のカフェ用に青少年福祉センター新宿寮の寮生とボランティア
さんが禅寺丸柿を使って一緒に焼いたパウンドケーキ、上落合地域交流館の
職員さんが入れるジャスミンティーでおしゃべりに花が添えられました。
【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

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
子育て支援講座中の託児（信濃町）

高齢者関係
有料老人ホームでのお手伝い（高田馬場） １
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

６

要件：平成25年1月26日(土)、28日(月)
いずれも10時～12時、 0歳～未就学児対象
施設：信濃町子ども家庭支援センター

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

車椅子の清掃、洗濯物の整理等（北新宿） ２
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

「よりみちサロン」のお手伝い(西新宿) ８
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：1月18日(金)予定 場所：西新宿児童館

お話相手・調理補助ボランティア（北新宿）３

個人・その他

要件：日時応相談
施設：有料老人ホーム せらび新宿

障がい者・児童関係
小学校での学習サポート（四谷地区）

４

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）

９
パソコンのレクチャー（戸山）
80代女性へのスカイプ・メールなどの操作方法の支援
要件：時間応相談
場所：都営戸山ハイツ内の自宅

外出時の付き添い（高田馬場）

５

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

車椅子使用の20歳代女性
場所・時間等 応相談
要件：女性

１０

情報掲示板
「小山内美江子 国際ボランティア・カレッジ」
聴講生募集！【随時受付中】
「小山内美江子 国際ボランティア・カレッジ」はJHP・
学校をつくる会（カンボジアで主に学校建設、教育支援、
ボランティア派遣を行う国際協力NGO）が主催する国際協
力・理解講座です。毎年9月から半年間、一流講師による国
際協力・理解講座（約70回）を開講していますので、ご興
味のある方は是非聴講にお越しください！
〇開講期間 平成25年3月23日（土）まで
毎週（水）18時半～20時
（土）13時半～15時
15時15分～16時45分
〇講 師 外交官、ジャーナリスト、大学教授など全40名
〇会 場 JHP・学校をつくる会 教室
（JR町田駅、地下鉄三田駅から徒歩2分）
〇受講料 1,300円（1講義）／回数券6,500円（6講
義分）当日頂きます。
〇申込み 事務局に電話またはメールでご連絡ください
〇問合せ NPO法人JHP学校をつくる会
担当：田中、浦野 TEL03-6435-0812

電話相談員のボランティア募集

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。

第２７回
東京都中途失聴・難聴者の集い
中途失聴・難聴者は聞こえの状態も、抱える問題もまち
まちです。この集いでは、コミュニケーション方法などさ
まざまな情報を提供します。皆さまのご参加をお待ちして
います。
○日 時 平成25年1月20日（日）10時～16時
○会 場 BIZ新宿（区立産業会館）
○入場料 前売券 2,000円 当日券 2,500円
高校生 1,000円 中学生以下無料
チケットは中難協事務所で発売中
○内 容 記念講演 今村彩子氏（聴覚障害者／映像作家）
映画の制作秘話なども含め、お話し戴きます。
上映作品「アロハ！サーフ店長物語」。その
他、式典、機器展示、各部・各サークル企画
多数有。アトラクション「新宿いきいき体操」
○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

子どもショートステイ協力家庭募集

「有終支援いのちの山彦電話」では、電話相談員のボラ
ンティアを募集しています。また説明会を以下の要領で
実施いたします。事前にお申し込みの上ご参加ください。
〇日 時
平成25年1月18日（金）14時～16時
〇会 場
台東区生涯学習センター
○申込み
応募を希望される方は下記宛に電話・FAX
メールでのいずれかでお申込みください。
○締切
平成25年1月17日（木）
〇問合せ NPO法人 有終支援いのちの山彦電話
TEL 03-3842-5312
（月～金曜日10時～16時）
MAIL yamabikodenwa@yahoo.co.jp

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 1月22日（火）23日（水）24日（木）
9時半～16時半 その他現場実習あり
〇会 場 地域子育て支援センター二葉
〇申込み・問合せ 地域子育て支援センター二葉
ＴEL 03-5363-2170

好評につき第２弾！長い老後のみちしるべ

遺言添削会

成年後見講座～入門から申立まで～
〇日 時 平成25年2月1日（金）
入門編：17時半～18時半
申立編：18時40分～20時10分
※どちらかのみでもご参加できます！
〇会 場 新宿区社会福祉協議会 会議室A
〇講 師 司法書士
〇定 員 40名（先着順） 要予約
〇対 象 新宿在住・在勤・在学の方
○参加費 無料
〇申込み ご希望の講座を明記の上電話・FAX・
メールのいずれかで申込みください
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

「遺言添削会（遺言基礎セミナー付）」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 1月27日（日）16時～18時（要予約）
○会 場 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

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ボランティア活
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 1月24日（木）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Ａ
〇参加費 無料
〇定 員 35名
〇問合せ 新宿ボランティア・市民活動センター
TEL 03-5273-9191

お知 ら

せ

福島の復興支援につながるご協力募集！
福島第一原子力発電所の事故に伴い、故郷の楢葉町を
離れ、現在会津地方の仮設住宅に暮らす被災者の方々が
「手作り布ぞうり」を作成しています。市民同士がつな
がり被災者が自立できるよう、皆さまのご協力を募集し
ています。
①布ぞうりの材料になる「古Ｔシャツ（大人用）」
寄付募集！洗濯済みならどんなものでもＯＫ！！
②布ぞうりを販売しています！１足１５００円＋送
料（郵送ご希望の場合）。
③「被災地の今」をお伝えする出張講演の依頼を受
け付けています。
〇問合せ・送付先 ならは盛り上げ隊
〒169-0072 新宿区大久保２－２－６ ラクアス 東新
宿４Ｆ (株)シータス＆ゼネラルプレス内
TEL 03-6233-7237
MAIL fujii_susumu@c-gp.com 担当：藤井
※大久保特別出張所内大久保ボランティア・地域活動サ
ポートコーナーへの古Ｔシャツ持参もＯＫです

介護支援ボランティア・ポイント事業
換金手続きをお願いします。

平成24年活動分（1月～12月末）のポイント換金
手続きの時期が近づいてきました。介護保険施設でボ
ラティア活動をされている方は、新宿区社会福祉協議会
にて手続きをお願いします。詳しくは登録者宛にお便り
を発送しますの
で、ご確認ください。
受付期間： 平成25年1月7日（月）～26日（土）

TEL.5273-9191

年末年始

お休みのお知らせ

12月29日（土）～1月3日（木） 年末年始のためお休み
となります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

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

