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報告 大学生と地域のコラボ企画第２弾「百人町さんさん冬祭り」を開催
２月１７日（日）百人町地域で活動する学生のネットワーク「ｊｏｙ ｓｔｕｄｙ ｐｒｏｊｅｃｔ（ジョイスタ
ディプロジェクト）」が百人町住民の方々と冬祭りを開催しました。
夏のイベントに続き第２弾となる今回の企画は「土鍋」を囲みながら交流を深めようというもの。大学生と地元住
民が丹念に煮込んだ芋煮、スパイスの効いたスープカレー、ほどよい甘さのおしるこが振舞われ、当日は強風にもか
かわらず会場となった都営百人町アパートの広場には約２５０名もの住民の方が来場する盛況ぶり。皆さん寒い中温
かいスープで温まりながらお喋りを楽しんでいました。
冬の時期は顔を合わせる機会が減るため、「久しぶりにご近所の方と話ができた」と住民の方からはうれしい反響
も。当日は関東の大学生を中心に、東北や関西からも約８０名の学生が
参加。開催３日前から住民の方々と協働して準備を行うなど、地域の新
しい世代間交流が生まれました。
学生たちは３月に行われる「お花見」でのコラボ企画に向けて早くも
準備をはじめています。今後も学生たちの活動にご期待ください。

Joy study projectとは…
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。

報告 落合地区パートナー懇談会を開催
3月3日（日）落合第二地域センターにて「知る・学
ぶ・交流する」が一度にできるオープンカフェスタイルの
懇談会「落合地区パートナー懇談会（落合ボランティア交
流会）」を開催しました。
社協会員を含む地域のボランティアさんやボランティア
に興味ある方々約250名の方が参加し、36の参加団体か
らは日々の活動のＰＲが行われました。
参加者からは「落合には多彩な方々がボランティアに参
加されていらっしゃるかよくわかりました。」「ボラン
ティア活動をするにはやっぱり傾聴講座が必要だと思っ
た。」「自分の想いに賛同してくれる仲間が見つかっ
た。」など多くの気付きや共
感の声をいただきました。
そして多くの方が「元気が
出た！」「これからも頑張ろ
うと思った！」と満足いく時
間を過ごされたご様子でした。

報告 柏木地区パートナー連絡会を開催
２月25日（月）柏木地区パートナー連絡会（兼地域
見守り協力員事業地区連絡会）を開催いたしました。
今回のパートナー連絡会では、見守り協力員、社協
会員、ボランティア、民生委員、周辺町会の方々、施
設職員など日ごろから社協とつながりのある柏木地区
の方々をお招きしての懇談会を企画しました。
第１部では、高齢者施設かしわ苑とその近隣にある
三つの町会の方々をお迎えし、日赤奉仕団や地域防災
協定を通じての施設と町会との関わり、資源回収活動
や防災活動等を通じての町会と地域の関わりの事例・
活動についてお話しいただきました。
第２部は、このお話しを
受けて、グループに分かれ
ての懇談を行い、これまで
様々な立場で活動されてき
た参加者同士の‘顔の見える
関係づくり’を深めていただ
きました。

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

学習指導や調理補助、清掃補助（中落合） ９

高齢者関係

中学生、高校生が生活する児童養護施設での活動
要件：月～土曜日 活動時間は応相談
場所：児童養護施設 あけの星学園

お花見交流会のお手伝い （四谷・若松町地区） １
地域見守り協力員の方々と一緒に交流のお手伝い
日時・場所：4月9日（火）13時半～15時半 箱根山公園
4月18日（木）11時半～13時半 新宿御苑

将棋ボランティア（大京町）

２

施設に入所されている男性利用者の方の将棋相手
要件：日時応相談
場所：介護老人保健施設 マイウェイ四谷

個人・その他

特別養護老人ホームでのお手伝い（原町） ３
入居者の方（女性）に編み物を指導等
要件：月に１回から可、交通費支給
施設：特別養護老人ホーム 原町ホーム

手芸指導ボランティア（北山伏町）

４

ビーズや小袋など簡単な手芸用品の作り方を指導
要件：月１回程度・土曜日 1回だけでも可 応相談
施設：北山伏ことぶき館

特別養護老人ホームでのお手伝い（北新宿）５
施設内で使用する車椅子の清掃、洗濯物の整理等
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

有料老人ホームでのお手伝い（北新宿） ６
お話・囲碁・将棋相手、調理補助などの活動
要件：日時応相談
施設：有料老人ホーム せらび新宿

１１
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
１２
ピアノ演奏サポート（富久町）
脳出血の後遺症のある方と一緒に練習してくれる方
要件：月1回１時間程度（応相談）
場所：富久町のサポート希望者のご自宅

若年認知症「本人・家族交流会」お手伝い １３
交流会における見守り・会話・笑顔でのサポート
要件：3月24日(日) 14時～16時半
施設：新宿区立障害者福祉センター

毎月開催ゴミゼロ活動参加者募集（西早稲田）１４
西早稲田商店会主催、地域クリーン運動のボランティア
要件：毎月第1日曜日 10時より1時間程度
場所：西早稲田子育て地蔵尊境内
多文化共生イベントのお手伝い（歌舞伎町）１５

障がい者・児童関係
小学校での学習サポート （四谷地区）
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時半で応相談
場所：詳細は希望者へお伝えします

園芸・花壇の手入れ、植栽補助（新宿） １０
障害のある方と一緒に、花壇の苗の手入れや植栽の補助
要件：活動日応相談、継続的に活動できる方
場所：新宿ここ・から広場 しごと棟正面入口横花壇

イベント会場の設営、来場者のご案内等
要件：3月30日（土）9時～16時
場所：大久保公園

７

子育てサロンで託児のお手伝い（河田町） ８
子育て中のママたちが親子で遊べるスペースでの活動
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

１６
使用済み切手の整理（高田馬場）
使用済み切手をリサイクルし、海外支援をする活動
要件：毎月第1、3水曜日 13時～15時
場所：新宿区社会福祉協議会
１７
介護用エプロンの作成（高田馬場）
タオルをリサイクルして介護用エプロンを作成する活動
要件：毎月第2、4水曜日 13時半～15時半
場所：新宿区社会福祉協議会

情報掲示板
多文化共生フェスタしんじゅく２０１３
「新宿区多文化共生連絡会」では、多文化共生のまちづ
くりを推進するための活動の一環として、『多文化共生
フェスタしんじゅく2013』を開催します。
このイベントでは、新宿区に暮らしている外国の方々の
生活や文化を知っていただく映像作品の上映や多文化共生
団体の見本市、ブラインドサッカー体験などを行います。
ぜひ、お立ち寄りください。
○日 時 3月30日（土）10時～15時 雨天中止
○会 場 新宿区立大久保公園
〇問合せ 新宿区立しんじゅく多文化共生プラザ
担当：大熊
TEL：03-5291-5171

OPEN VOICE DAY!
～歌って 笑って 弾んで～
プロシンガー＆プロボイストレーナーの講師によるゴス
ペル体験ワークショップ。声を出す気持ちよさ、リズムに
のってみんなで歌うワクワク感を是非体験してください。
○日 時 4月18日（木）14時～15時半
○会 場 早稲田奉仕園スコットホール
○定 員 20名
〇対 象 どなたでも
〇参加費 無料
○申込み・問合せ お電話ＨＰより要申込み
公益財団法人 早稲田奉仕園
ＴＥＬ 03-3205-5403
http://www.hoshien.or.jp
担当：山本・小島

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。

家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）
説明会
ホームスタートは、新宿区にお住まいで6歳未満のお子
さんがいる家庭に研修を受けたボランティアが無料で訪問
する「家庭訪問型子育て支援」です。週に1度、2時間程度
定期的に約２～３ヶ月訪問し、お話を聴いたり、育児や家
事を一緒に行います。
今回は事業説明とホームビジター養成講座の説明を行い
ます。
○日 時 4月12日（金）10時～12時
○内 容 基調講演「待つ支援から届ける支援へ」
事業説明並びにホームビジター養成講座の説明
〇講 師 西郷泰之氏（立正大学教授、ホームスタート
ジャパン代表理事）
○会 場 四谷地域センター
○定 員 80名
○託 児 有 ※4月5日までに予約してください
○申込み・問合せ 地域子育て支援センター二葉
TEL 03-5363-2170

ＪＨＰ・学校をつくる会
Ｂｏｏｋ Ｓｍｉｌｅ

JHP・学校をつくる会では、国際協力NGOとしてカ
ンボジアで学校建設等の支援を行っています。
Book Ｓmileは、ブックオフグループの宅配買取「宅
本便」を利用した、本･ＣＤ･DVD等の買取金額をそのま
まＪＨＰへご寄付いただけるプログラムです。
Book Smileを通じてお預かりしたご寄付は、カンボジ
アを中心としたＪＨＰの活動に役立てられます。
【手順】
①ご寄付いただく物品をご準備ください。
（無料集荷は30点以上から可能です）
相続対策の駆け込み寺
②ＪＨＰ事務局にお申込みください。
（電話･ＦＡＸ･ＨＰ）
無料セミナー・相談会開催のお知らせ
③ご指定日時に、佐川急便が集荷に伺います。
税理士・弁護士による相続に関する基礎知識を身につけ
④お送りいただいた方のお名前で、買取金額がそのまま
られるセミナーと質問会がセットになった無料相談会です。
ＪＨＰに寄付されます。
「この程度で専門家に相談してよいのだろうか？」そんな
※買取（寄付）金額はＪＨＰからのお礼状をもって、集
ときこそ、ぜひこちらの無料相談をご利用ください。
荷日の翌月末～翌々月末にご連絡いたします。
なお、事前予約が必要です。詳しくは下記までお問合せ
買取準備の詳細はＪＨＰのBook Ｓmile HP、ブックオ
ください。
フオンラインHPをご覧ください。
皆さまのご参加をお待ちしております。
○問合せ 認定ＮＰＯ法人 ＪＨＰ・学校をつくる会
○日 時 3月27日（水）10時半開始
ＴＥＬ 03-6435-0812
3月31日（日）13時半開始
担当：浦野
4月19日（金）18時半開始
○会 場 新宿文化センター
〇問合せ 相続対策の駆け込み寺 担当：北山
TEL：03-6206-4330

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。

春からボランティア活動はじめませんか？
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）
○講習会日時 4月22日（月）14時～16時
〇会 場 新宿区社会福祉協議会 地下会議室Ａ
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
※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

平成２５年度
ボランティア保険の受付について

平成25年度
新宿区社会福祉協議会「会員」を募集します！
新宿社協は平成25年度に60周年を迎えます。戦後の混
乱期に区民の皆さまの熱い思いとリーダーシップにより新
宿社協が設立されて以来、区民の皆さまをはじめとした会
員の皆さまのご支援によって支えられました。「ともにさ
さえ、ともにつくる、まちづくり新宿」のために、様々な
活動に取り組んでる新宿社協への応援・ご支援を、どうぞ
よろしくお願いいたします。
【会員になるには？】
①社協窓口にて入会の申込みができます
【会費（年間）】
普通会員 1口 500円以上
特別会員 1口 2,000円以上
団体会員 任意の額
②口座振込みの場合
郵便局：00110-5-577124
社会福祉法人 新宿区 社会福祉協議会
みずほ銀行：新宿支店 普通 514054
社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
会長 北中誠
※会員の方で社協の印刷機使用の場合は会費（年間）
3,000円でご利用できます。
〇問合せ法人経営課 ＴＥＬ 03-5273-2941

平成２４年度ボランティア・市民活動継続確認

新宿ボランティア・市民活動センターでは、ボランティ
アンケートにご協力ありがとうございました
ア活動中の事故に備えて、「ボランティア保険」の加入の
先月号のしずくに同封させていただきました、平成24
受付を行っています。
平成２４年度「ボランティア保険」に加入手続きされて 年度ボランティア・市民活動継続確認アンケートにご協力
いただき、誠にありがとうございました！
いる方も、補償期間は平成25年３月３１日を
皆様からいただいたご意見をもとに、日々精進してまい
もって終了となります。平成２５年４月以降
ります。今後とも、よろしくお願いいたします。
も活動を継続される方は、更新が必要となり
ますので、下記窓口にてお手続きください。
ティア

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

