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平成24年度 赤い羽根共同募金

4,805,956円

平成24年度 歳末･地域たすけあい運動募金

13,474,892円

見舞い金品として

3,259,977円

町会・自治会の活動費に

902,019円

「みんなで支えあう、あったかい地域づくり」のスロー
ガンのもとに新宿区町会連合会、新宿区民生委員・
児童委員協議会及び各企業、商店街、個人の方々の
ご協力をいただきたくさんの募金が寄せられました。
みなさま方に心からお礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。 東京都共同募金会をとおして、以下のように 

使用・配分させていただきます。
●新宿区内等の福祉施設 ･ 団体の施設整備や 

備品の整備等
●新宿区内等の高齢者、子育て支援や地域活動な

ど各種社会福祉団体のために
●東日本大震災の被災地支援にも 

役立っています。
共同募金会新宿地区協力会配分推せん・配分委

員会で討議し、使途や配分について決めています。
募金は以下のように新宿区内において使用・配分
させていただきます。

（昨年12月にお送りしました）

地区募金活動を実施した町会･自治会へ配分され、
子ども会活動、敬老会などの費用として、ささえあ
い・たすけあいを推進することに使用されます。

新宿区社会福祉協議会の地域福祉事業に

4,291,056円
（25年度実施）

●ボランティア情報紙の発行に
●小中学校などにおける福祉教育の推進に
● 家事援助、散歩付き添いなど日常生活の 

サポートのために　など

地域団体への助成金事業に

4,500,000円
（25年度に実施・3面参照）

●住民主体の地域活動の推進に
● ボランティア団体・NPO･ふれあいいきいき 

サロン等の活動支援に　

事務費として　521,840円
問合せ 法人経営課 03-5273-2941

在宅重度障害児者の方へ 2,850,000円
交通事故で親を亡くされた
子どもたちへ 10,000円
DV等から避難している
女性たちへ 210,000円
乳児院の乳児（0 〜 3歳児）
たちへ（パジャマ贈呈） 189,977円

新宿区内の各地域でさまざまな方々に
募金活動へのご協力をいただきました。

戸塚地区民生委員・児童委員協議会 赤
毎年恒例の風景です。戸塚地区民生委員 ･ 児童委員

のみなさんが高田馬場駅コンコース内で街頭募金活動
を実施しました。朝夕の忙しい時間のなか、多くのみな
さんが足を止めて募金してくださいました。

上落合東部町会 赤
上落合東部町会は恒例になっている「落合の里チャリ

ティーコンサート」開催の中で、赤い羽根共同募金運動
にご協力いただきました。小学校内でのイベントなので、
たくさんのお子さんからも募金をしていただきました。

若松町地区民生委員・児童委員協議会 赤
若松町地区民生委員 ･ 児童委員の方々が赤い羽根

共同募金の街頭募金に協力してくださいました。あい
にくの雨天での街頭募金活動でしたが、みなさん大き
な声で頑張ってくださいました。

下落合東町会 歳
12 月は下落合地域恒例の歳末・地域たすけあい街

頭募金風景がすっかりお馴染みになりました。通行中の
街の方々も寒い中快く募金に協力してくださいました。

四谷佛教会 歳
毎年四谷佛教会が四谷駅から区役所を目指し、托鉢

をしながら歳末・地域たすけあい募金運動にご協力し
てくださいます。街のみなさま方の暖かいお気持ちがた
くさんの募金となりました。

赤：赤い羽根共同募金
歳：歳末・地域たすけあい運動募金

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25年3月1日発行 第129号

129 号

次号から「けやき」は2 ヶ月に1回・20日発行になります（予定）

ご協力ありがとうございました
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一般社団法人 
ピースボート災害
ボランティアセンター（PBV）

高田馬場公園

子育てサロン Base

諏訪神社

高田馬場福祉作業所

特別養護老人ホーム／
障害者支援施設「新宿けやき園」

国内外の災害支援を行う
国際 NGOです。

5月にはこいのぼり、8月に
は夏祭りを地元町会で開催
しています。

未就学児童や妊婦さんの
おしゃべりの場。リフレク
ソロジーも行っています。

四季折々の行事を
行っています。

障害のある方が、働くことを
通して、いきいきと暮らして
いくことを支援しています。

地域交流スペース等を
あわせ持つ福祉施設です。

戸塚地区
あなたの街をクローズアップ

視覚・聴覚に障害の
ある方、地域の方、ボ
ランティアが交流を深
める場です。

ボランティア 成年後見

ファミリー
サポート

つまみかんざし
博物館

戸塚特別出張所
戸塚地域センター

戸塚第二
小学校

戸塚高齢者
総合相談センター
新宿区社会
福祉協議会

日本点字図書館

ことぶき館
児童館

西早稲田
リサイクル
センター

より処
ぬくみくるみ

遊夢

精神障害者の
生活支援の場

「かがやき会」

高田馬場公園

区内の福祉作業所で作
るクッキー等を販売。カ
フェで有機栽培コーヒー
やケーキも楽しめます。
ミニイベントも開催中。

アットホームな空間で
美味しい食事と甘味が楽
しめます。直営農園の減
量農薬栽培野菜も販売し
ています。
（営業時間：11：00 ～18：00）

中古の家具や、洋服など
の販売。様々なリサイクル
講座を行っています。第 1
火曜日に“サロン・de・か
たくり”も開催。お茶を飲
みながらおしゃべりを楽し
みます。

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付
ができます。

新宿 CSR ネットワークでは、新宿区内を中心にボランティ
ア ･ 社会貢献活動に取り組んでいる企業間で構成し、新宿区
の特色を活かした地域社会貢献活動を推進しています。

●対象になる活動
①区内介護保険施設での活動
（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）

●新宿 CSR ネットワークでは、こんな活動をしています。

新宿区には多くの企業が、まちづくりの仲間として、誰もが安心して暮ら
せる社会の実現に向けて取り組んでいます。新宿区社会福祉協議会では、
地域での社会貢献活動に積極的
に取り組んでいる企業を応援し
ています。また、まちづくり活動
やイベントに、近隣の企業の皆さ
んと一緒に取り組んでみたい地
域の皆さま、企業と協働したい
NPO 等の皆さまも、お気軽に
お問合せください。

●ボランティア講習会
【日　時】 4月22日（月）午後2時～ 3時30分、 

5月10日（金）午前10時～ 11時30分
【会　場】 新宿区社会福祉協議会　地下会議室A（高田馬場1－17－20）
【対　象】 18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方、先着各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

●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

●施設ボランティア活動者の声
◦皆さん心待ちしてくださっているのが伝わっ

てきます。楽しいひと時を過ごしています。
◦自分の健康のためにも活動しています。
◦私のようにあまり時間が無い人でも、気軽に

ボランティアに参加できるので良いと思い
ます。

◦施設スタッフの優しい対応を見ていると自分
も優しくなろうという気持ちになります。

◦講習会を受けると活動はじめられます。退職
後の方など多くの方に活動して欲しいです。

介護支援ボランティア募集
（介護支援ボランティア・ポイント事業）

企業による地域貢献活動
（新宿 CSR ネットワークの活動について）

予約・問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191 問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

ふらっと新宿・
高田馬場店

遊夢 高田馬場店

西早稲田
リサイクル
活動センター

1階 
戸塚高齢者総合相談センター
視覚障害者交流センター
聴覚障害者交流センター

2階  
新宿区社会
福祉協議会

ふれあい福祉相談

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

住民同士が寄り添い合って、明るい暮らしづ
くりをめざした " サロン " や、様々な福祉施設
が数多く点在する戸塚地区。また、学生の町と
しても知られており若者の活気で溢れています。
そんな学生と地域住民との世代を超えた温かい
触れ合いが、ここにはあります。今回は、そんな
多世代の人々が集まる「戸塚地区」をご紹介し
ます。

春からボランティア
活動はじめてみませんか？

新宿区ゴミゼロデー、
年末クリーン大作戦への参加地域の清掃活動

打ち水大作戦 2012の実施地域の皆さまと共に、
環境保全活動

フォーラムの開催NPOとの協働推進

百人町地域交流イベントの実施地域の交流イベント

CSR：「企業が利益
を優先するだけでな
く、地域社会などに
おいて果たす社会
的責任」という意味
の英語略称です。

高田馬場界隈
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問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

お願い

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11月1日～平成25年1月□□日・五十音順・敬称略 ］
【寄附物品】

物　品 氏　名 住　所
シューズ 120 足 アキレス株式会社 大京町

カレンダー１０箱 インターニックス
株式会社 西新宿

世界文学全集 50 冊 大曽根弘一 新宿
ノート280 冊（未使用）岡田留美 百人町
毛糸多数 / 児童書多数 岡本雅子 北新宿

カレンダー 3 箱 株式会社エネルギー
アドバンス 港区海岸

カレンダー５箱 株式会社大塚商会 千代田区
飯田橋

年越しそば７２０食 株式会社大塚商会　
城西営業部　 西新宿

カレンダー類 ･
手帳 (19 箱）

株式会社損害保険
ジャパン　 西新宿

カレンダー1 箱 株式会社テクノ工営 西新宿
封筒類、半紙、
文具類他 日下部雅恵 原町

使用済切手多数 坂町亀甲会 坂町
使用済み切手多数 清水展美 新宿
洗剤 30 個、タオル類 新宿印刷会館別館 喜久井町
カード 鈴木幸子 新宿
使用済み切手、
記念切手 関えいいち 歌舞伎町

カレンダー３箱（手帖） 大興電子通信
株式会社 揚場町

【寄附金】
名　前 住　所 金額（円）

AMIE の会 鎌倉市 20,000
NTT 東日本　
東京社員一同 北新宿 486,796

牛込心友会　 天神町 6,000
碓井末雄 北新宿 10,000
内堀尚夫 西早稲田  70,000 
柏木地区グランド・
ゴルフクラブ 北新宿 3,423

観幾会 杉並区泉 5,000 
キルト戸山 戸山 1,000 
公益法人　新宿区
シルバー人材
センター

新宿 149,000 

ZA/ZA 戸塚町 100,000 
七宝倶楽部 早稲田町 2,000 
住宅リフォーム
協議会（工作教室） 新宿区 19,300 

小学生による
野点コーナー 新宿区 53,200 

新宿明るい社会をつ
くる区民の会

（車椅子購入のため）
甲良町 63,000 

新宿区ダンス
スポーツ連盟 高田馬場 100,000 

新宿区フォーク
ダンス連盟　 南山伏町 17,000 

新宿清掃協力会 大久保 27,303 
新宿のばばちゃん 新宿 3,000 
東京税理士会
四谷支部 四谷 123,298 

名　前 住　所 金額（円）
東京土建新宿支部
神楽坂分会 山吹町 15,000 

戸山教会 戸山 20,000 
戸山ハイツ西通り
商店会 戸山 25,701 

日刊スポーツ
新聞社

中央区築
地 100,000 

ぱーぷるシャイン 戸山 700 
林美子 愛住町 200,000 
フリーマーケット　
ミルクの会

さいたま
市岩槻区 18,827 

古俣吉郎 新宿 10,000 
ホテル小田急クラブ 西新宿 30,595 
平成 24 年度介護
支援ボランティア・
ポイント事業活動者

（111 名）

新宿区内
外 267,100 

故 麦屋忠正
（車椅子購入として） 区内 1,000,000 

森川秀子 内藤町 500,000 
野外活動研究会

（金魚すくい等） 新宿区 69,340 

四谷清掃協力会 四谷 130,564 
黎アトリエ 須賀町 1,000 
小計 3,648,147 
匿名 374,970 

合計 4,023,117 

新宿区社会福祉協議会 助成金制度

共同募金を主な財源とした助成金制度で、地域の皆さんの活動を
応援します。助成内容等詳しくは、お問合せください。

区内で活動する、福祉団体・市民活動団体・
当事者団体等

● 地域福祉の視点が盛り込まれた行事や活動
● ふれあい・いきいきサロンの運営
● 地域福祉に関する講演会・学習会
● 障害者・難病患者などの当事者団体の活動
● 施設改修、備品購入　ほか

助成対象

主な対象事業

「赤い羽根共同募金」
「歳末・地域たすけあい運動募金」が
活用されています！

申請受付期間と助成決定時期

申請受付期間 決定時期

第1期 平成25年 2月1日（金）〜 2月28日（木） 3月末

第2期 平成25年 4月1日（月）〜 5月31日（金） 6月末

第3期 平成25年 7月1日（月）〜 8月30日（金） 9月末

第4期 平成25年10月1日（火）〜11月29日(金) 12月末

※土・日・祝日等を除きます
※申請用紙は窓口やホームページからダウンロードできます。

助成を受けた
「 社会福祉法人青少年福祉センター  

新宿寮」からメッセージ

この度は新宿寮へ助成を
頂き、誠にありがとうござ
いました。当寮は、恵まれ
ない環境下にあった未成年
の児童を、就労を通じて自立まで支援する施設です。今年は児童
が幅広い経験値を積むべくスキー合宿に行って参りました。人生
で始めての雪山に児童も大興奮のようでした。その様子をご覧下
さい。尚、新宿寮は社会福祉法人につき資金が充分にあるとは言
えない状況です。ただ、職員全員が『児童の健やかな成長』を願っ
ています。日本の明るい将来を担う彼らのために、これからも惜し
みないご協力を宜しくお願い申し上げます。
社会福祉法人青少年福祉センター 新宿寮：義務教育終了後、児童養護施設
などを退所し、家庭から援助を得られない青少年に対して、生活や就労の相
談にのりながら、社会的自立に向けた支援を行なっている団体です。

衣類のご寄附について
みなさまから衣類のご寄附についてお問合

せいただいておりますが、今後は右記の団体に
直接お問い合せください。皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

今後の
衣類の
ご寄付は➡

フルクル（古着リサイクルプログラム）
衣類のリサイクル事業を行っている NPO 法人をご紹介します。集った古着は
リサイクル業者に買い取られ、その収益はミャンマー、ベトナム、震災の支援
活動に充てられます。
NPO 法人  ブリッジエーシアジャパン（BAJ）
問合せ先／電話：03-3372-9777
送付先／〒 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜 3-14-4  BAJ 倉庫  日光物産気付
※なお、送料はご寄付者のご負担になります。

物　品 氏　名 住　所

カレンダー多数 地方共同法人　
日本下水道事業団 四谷

未使用葉書、
使用済切手多数 中村ミエ 横寺町

カレンダー１９箱 野村不動産株式会社 西新宿
カレンダー　
4 箱他

東日本電信電話株式
会社（NTT 東日本） 西新宿

毛糸類、単行本 平井 天神町
使用済み切手
(950 枚） 本間洋子 埼玉県

川越市
使用済み切手多数 法華宗獅子工吼会 中井
水筒５１個・
バッグ８１個

三菱 UFJ 信託銀行　
新宿支店　 西新宿

手編みマフラー類
27 枚、
手作り昔玩具類

立正佼成会新宿教会 杉並区
和田

使用済み切手多数 株式会社シジシー
ジャパン人事 MR 室 大久保

カレンダー類・
手帖（１箱）

株式会社ザイマック
ス アカウティング
パートナー

中央区
築地

スティックココア
３００個 和光堂株式会社 千代田区

神田
米３０ｋｇ 匿名 西早稲田

平成25年度 
地域ささえあい助成事業のお知らせ

平成24年度 助成実績

66団体70事業 7,983,000円
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市民後見人にインタビュー
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至池袋
新宿区社会福祉協議会前東西線 7番出口

至 新宿

早稲田口

早稲田通り

東京メトロ副都心線 西早稲田駅
諏訪通り

案内用の
看板があります

馬場口交差点

諏訪町交差点

戸塚第二
小学校

明
治
通
り

Ｊ
Ｒ
山
手
線

西
武
新
宿
線

BIG
BOX

オリンピック
学習院
女子大学前

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

「ハンディキャブ運行事業」を
終了します。

成年後見人（＝認知
症などで判断能力が不
十分な人の意思決定を

助け、生活や財産などを守る法律で定め
られた人）の約 55％は親族で、約 37％は
弁護士や司法書士、社会福祉士といった
専門職です。
親族でもなく専門職でもありませんが、
後見人として必要な知識と技量を見につ
け、身近な地域において、市民感覚・市
民目線で本人に寄り添う支援を期待され
ているのが市民後見人です。
新宿区成年後見センターでは現在 7名
が市民後見人として受任しており、セン
ターが市民後見人の監督人をしています。

平成 22 年にセンターではじめて市民後見
人（補助人）として受任した、須賀井さんにお
話を伺いました。

―活動内容を教えてください
活動は財産管理と身上監護（本人がその人

らしい生活を送るためのサポート）です。財
産管理は、施設入所のための日常生活費の
管理や、菩提寺への年会費などの送金を本
人の要望により行います。身上監護が主な活
動で、1ヶ月に 3 回ほどご本人が入居してい
る施設を訪問しています。訪問の時間をずら
すなど工夫し、日常の様子を見て、ご本人の

思っている事や感じている事を受け止めて施設
と話し合います。例えば昼食時に伺い、食事の
おかゆが嫌なので固いご飯を少し混ぜてほしい
というご本人の要望を栄養士さんにお話しし聞
いていただきました。

―活動で心がけていることはありますか
訪問するときは気持ちと時間の余裕を持って

伺うよう心がけています。安心して穏やかに日
常生活が送れるよう見守り支援していきたいと
願っています。

― 市民後見人としての 
今後の展望をお聞かせください。
専門職でない不安はありますが、社会福祉協

議会の監督を受けながら、後見人としての責任
の重さを受け止め、今後も活動していきたいと
思います。

他の市民後見人の方々からも、「後見人とし
ての責任の重さを日々感じ、ボランティア精神
だけでは済まなくなる」「高齢化社会に対して、

今後ますます市民後見人の必要性は増して
いく中で、特に身上監護における市民後見
人の役割は専門家では補えないものがある」、

「被後見人が立派に社会参加していたこと
を市民後見人の職務を通して証明できたこ
とがうれしかった」とお話いただきました。セ
ンターでは、今後も市民後見人の育成支援
に力を入れていきたいと考えています。

お知らせ

市民後見人
とは

問合せ 地域活動支援課 03-5273-9191

平成 4 年 8 月より実施してまいりました当
協議会のハンディキャブ運行事業は平成 25
年 3 月 31日をもって終了し、平成 25 年 4 月
から、特定非営利活動法人ほっとステーション
に事業を移行させていただくこととなりました。

区民の方から寄贈いただいた車両を活用
し、多くの運転ボランティアのご協力をいただ

き、事故なくこの事業を実施してこれたことに
厚く御礼申し上げます。

当協議会では、今後も特定非営利活動法人
ほっとステーションがよりよい移送サービスを
行えるよう支援を行って参ります。これまでご
利用、ご支援いただいた皆さま、本当にありが
とうございました。

現在 7 名の「市民後見人」が活動しています

インタビュー

成年後見人講座
「後見人の仕事ってなんだろう？」 成年後見出張相談会

【日　時】 ① 平成25年3月15日（金） 
午後2時～ 4時

 ② 平成25年3月25日（月） 
午後6時30分～ 8時30分 

（①②とも同内容）
【会　場】  新宿区社会福祉協議会  

地下会議室Ａ
【講　師】 弁護士

【日時】  平成25年3月26日（火） 
午後5時～　および　午後6時～

【会場】 北新宿生涯学習館 学習室Ａ・Ｂ
【相談員】 弁護士・社会福祉士

申込・
問合せ 新宿区成年後見センター 03-5273-4522

いずれも無料、要予約、先着順。
詳細はお電話でお問い合わせください。
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