
 「打ち水大作戦」は新宿ＣＳＲネットワークが主催し、 

新宿の企業で働く人々と地域の人々が一体となって実施し 

ているイベントです。猛暑の続いた昨年は、参加者１２０ 

名の打ち水効果によって気温が5度下がる結果となりました。 

 当日の参加していただける方のほか、運営ボランティアも 

募集しています。ご関心のある方、ぜひご参加ください。 

【日時】8月6日（水）17時15分～18時頃 

    ※設営は15時30分頃から開始 

【場所】京王プラザホテル北側4号街路沿い歩道 

【要件】高校生以上 ※詳細はお問合せください。 

【新宿ＣＳＲネットワークへの問合せ】 

  新宿区社会福祉協議会 新宿ボランティア・市民活動センター TEL 03-5273-9191 
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発行 社会福祉法人新宿区社会福祉協議会 

   ボランティア・市民活動センター  
新宿ボランティア・市民活動情報紙 

企業の社会貢献活動、応援します。新宿ＣＳＲネットワーク事例紹介。 

社 
 新宿ＣＳＲネットワークは、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。新宿区社会福祉

協議会は、企業の社会貢献活動を支援し、新宿ＣＳＲネットワークの事務局を担っています。 

 加盟企業のクラブツーリズム株式会社では、障害者の就労支援や社内における障害理解の促進

などを目的とした社会貢献活動の一環として、障害者等が区内の福祉作業所で作ったパン・クッ

キー等の社内販売を開始しました。この取り組みは、公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援セン

ターにご協力いただいています。 

 6月20日に開かれた2回目の販売会では、開始前から長蛇の列ができ、200個のパンは40分

ほどで完売となりました。1回目に買った社員の方々は、 

「前回買って、美味しかったから」とトレーいっぱいに買 

われていました。同様の取り組みは、同じく加盟企業の三 

菱ＵＦＪ信託銀行新宿支店でも実施されています。 

 このような企業での販売会は、参加した障害者にとって 

社会とつながる良い機会となるだけでなく、実施した企業 

にとっても、障害者等の就労支援のきっかけとなります。 

 このように、社会貢献活動をお考えの企業、団体の方は 

お気軽に社協へお問合せください。 

内販売から始める障害理解の促進。加盟企業の取り組み。 

クラブツーリズム株式会社での販売会の様子。 

打ち水を通して地域の皆さんとひと時の交流。 

  夏恒例、「打ち水大作戦」当日参加者・運営ボランティア募集 



 大久保ボランティア・地域活動サポートコーナーでは、毎月、 

使用済み切手の整理ボランティアグループが活動をしています。 

グループの活動は、約6年前の平成20年4月からスタートし、 

現在は、50～80代の女性12名が参加しています。 

 グループの活動場所は、大久保地域センターと全龍寺という 

お寺。全龍寺さんは、新宿ＣＳＲネットワーク主催の「打ち水 

大作戦」の際に、毎年、社協が柄杓をお借りしている縁もあり、 

ボランティア活動の場として提供いただいています。 

 参加者一同、午後のひと時に会話を楽しみながら、和気あい 

あいと活動しています。ぜひ一度お尋ねください。 

【活動日】毎月第2・第4月曜日、第2・第4水曜日 いずれも13時15分～14時45分まで 

【活動場所】 第2・第4月曜日：大久保地域センター3階談話室 

       第2・第4水曜日：全龍寺（大久保通り、風月堂の並び）   

【問合せ】大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー TEL 03-3209-8851   

   大久保地区 切手整理ボランティアの紹介 

高齢者関係 

有料老人ホームでの手伝い（区内） 

内容：話相手や散歩等の日中活動、園芸や音楽活動。 

日時：応相談  

場所：①グランダ哲学堂公園（西落合） 
    ②有料老人ホーム せらび新宿（北新宿） 

 ３ 

デイサービスでの日常活動手伝い（区内） 

内容：日常活動の補助（話し相手、レクリエーション補助）を 

    はじめ、各施設ごとに様々な活動があります。 
日時：月～土曜日 活動時間は応相談  
場所：①デイサービス花実静華庵（上落合） 
    ②ふくろうの家 落合第二（中落合） 
    ③やわらぎ中落合（中落合） 

特別養護老人ホームでの日常活動（区内） 

内容：シーツ交換、掃除、レクリエーション、裁縫、洗濯物の 
    整理、特技の披露等（各施設ごとに異なります。） 
日時：応相談  
場所：①特別養護老人ホーム 聖母ホーム（中落合） 

    ②特別養護老人ホーム かしわ苑（北新宿） 
    ※この他の活動場所についてもご相談ください。 

２ 

１ 

児童関係 
児童への遊びの提供･遊び相手等（区内） 
内容：児童館での子ども相手の様々な活動。 
日時：応相談（施設ごとに異なります。） 
場所：①本塩町児童館・地域交流館・学童クラブ（本塩町） 
     ②上落合児童館（上落合） 
    ③新宿せいが保育園・学童クラブ（下落合） 

高齢者会食での食事作り（下落合） 
内容：高齢者会食グループなでしこでの食事作り、会食。 
日時：毎月第１・第3木曜日 9時30分～15時（時間応相談） 
場所：落合第一地域センター3階 

 ８ 

パソコン補助ボランティア（矢来町） 
内容：簡単なパソコン操作の指導や手伝い。  
日時：火曜日（毎月2回） 11時～13時 
場所：高齢者福祉施設 神楽坂1階地域交流スペース内 

４ 

９ 

上落合児童館主催「むらまつり」での補助（上落合） 
内容：子ども達が運営する模擬店の手伝い。 

日時：9月13日（土） 時間応相談 
場所：上落合児童館 （東西線「落合」徒歩3分） 

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。 問合せ：０３－５２７３－９１９１ 

中井児童館主催「ふれあい動物園」補助（中井） 
内容：来場者（主に子ども）の見守り、・会場片づけ等補助。 
日時： 9月24日（水）10時～17時 午前だけ、午後だけでも可  
場所：落合公園 （西武新宿線「中井」徒歩10分） 

１１ 
ギター伴奏ボランティア（北新宿） 
内容：高齢者の集まる歌声サロンでのギター伴奏。 
日時：曜日時間は応相談（活動は2ヶ月に一回程度の頻度） 
場所：北新宿第二地域交流館 

 ５ 

一芸披露ボランティア（西落合） 
内容：演奏、歌、落語、手品、簡単な体操等。 
日時：応相談 
場所：デイサービス 一期の家（西落合）  

７ 

１０ 

おりがみサロンでのボランティア（西新宿） 
内容：参加者と会話を楽しみながら、折り紙を教える活動。 
日時：毎月第3または第4金曜日14時～15時 
場所：西新宿シニア活動館 

６ 

 作業の合間に、みんなでパチリ！ 



 ボランティア初心者の方向けに、8月30日から3月14日まで全15回（全て土曜日）初級手話教室を開講します。

手話に興味がある方、手話を学びたい方の参加をお待ちしております。 

〇日 時 8月30日、9月13日・27日、10月4日・11日、11月1日・22日、12月13日・20日、 

     1月10日・24日、2月7日・21日、3月7日・14日（全15回） 

〇場 所 新宿区社会福祉協議会 地下会議室  ○参加費 2,000円（テキスト代別） 

〇対 象 新宿区在住・在勤・在学 （16歳以上）※18歳未満の場合は、保護者の同意が必要。 

○定 員 15名※応募者多数の場合は抽選。 

○応 募 ①氏名、②住所、③電話番号（ＦＡＸ）、④区内在勤・在学の方は、勤務地または学校 

     の名称、住所をご記入し、電話、ＦＡＸ、郵送のいずれかで下記までお申込ください。 

○締 切 平成26年8月8日（金）必着 

○申込み 新宿区社会福祉協議会聴覚障害者交流コーナー 

     〒169-0075 新宿区高田馬場1-17-20 電話・ＦＡＸ 03-6457-6100 

障害者関係・その他 

地域の方々の交流サロンの開催補助（中落合） 
内容：サロン開催当日の準備・接客・片付け等。 
日時：毎月第3木曜日 13時30分～16時30分（応相談） 
場所：聖母ホーム内1階ホール 

２４ 

知的障害者施設での活動補助（弁天町） 
内容：散歩、作業、プール等の活動補助。 
日時：応相談 
場所：新宿区立新宿生活実習所（弁天町） 

１５ 

新宿中央公園での環境ボランティア（西新宿） 
内容：園芸、施設内での花壇の手入れ、水やり等。 

日時：応相談（園芸経験者・長期活動できる方歓迎です。） 
場所：区立環境学習情報センター（エコギャラリー新宿） 

１６ 

知的障害のある方たちの年間活動支援（区内） 
内容：夏期研修合宿、チャリティーバザー、クリスマス会、 

    本人部活動支援等「新宿区手をつなぐ親の会」の 

    行事に関わるボランティア。 

日時： 応相談（活動内容により異なります。） 
場所：新宿区立障害者センター内、他 

１８ 

パソコンのメンテ、調整ボランティア（百人町） 
内容：パソコン教室で使用するパソコンのメンテ、学生歓迎。 
日時：週１回 15時30分～17時（応相談） 
場所：シニアにやさしいパソコン教室 テラ・ガーデン新宿 

切手整理ボランティア（区内） 
内容：使用済み切手を整理して国際支援につなげる活動。 
日時：毎月第1、3水曜日 13時～15時、他 
場所：新宿区社会福祉協議会内、他 
備考：社協事務所以外に各ボランティアコーナーでも実施。 

２５ 

視覚障害のある方のマラソン伴走（北新宿） 
内容：楽しみながら伴走してくれる方募集、ペース不問。 

日時：火～金のうち週１回、午後１時間程度（時間要相談） 
場所：北新宿周辺、詳細については応相談(時間帯、距離)   

１７ 

ハサミの研ぎ直しボランティア（高田馬場） 
内容：ボランティア活動で使用するハサミ多数の研ぎ直し。 
日時：応相談 
場所：新宿区社会福祉協議会事務所（持ち帰り応相談） 

２１ 

洋裁・ミシンボランティア（高田馬場） 
内容：タオルや布を使った生活用品・小物づくり。 
日時：毎月第2、4水曜日 13時30分～15時30分 
場所：新宿区社会福祉協議会事務所 

２２ 

病院の外来受付の案内（中落合） 
内容：外来受付の案内ボランティア。 
日時：月曜日～土曜日 9時～12時（応相談） 
場所：聖母病院 

２３ 

病院の案内ボランティア（戸山） 
内容：外来患者さんの案内、患者図書館の受付・利用案内。 
日時：応相談 
場所：独立行政法人 国立国際医療研究センター病院 

１９ 

子どもたちへの読み聞かせボランティア（大久保） 
内容：中央図書館読み聞かせ会での活動。 
要件：毎週日曜日15時～16時（読み聞かせは40分程度） 
場所：新宿区立中央図書館３階 こども図書館（会場） 

１４ 

子育て支援センターでの手伝い（南元町） 
内容：館内の掃除と子供たちの見守り・遊び相手。 
日時：平日9時～10時、16時～17時のいずれか。 
場所：地域子育て支援センター二葉（「信濃町」徒歩7分） 

１２ 

子育て支援センターでのプール補助（南元町） 
内容：プール遊びの手伝い。募集要件：大学生以上。 

日時：7月20日・8月3・17･24･31日（日）9時～12時 
場所：地域子育て支援センター二葉（「信濃町」徒歩7分） 

１３ 

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。 

２０ 

初級手話教室 受講者募集 新宿区聴覚障害者協会・新宿区社会福祉協議会共催  

 株式会社日本財託からの寄附金を原資とし、区内の福祉施設･団体における備品整備･施設整備等の経

費を助成します。助成内容等詳しくは、お問合せください。 

【対象】 新宿区内の福祉施設・団体 

【対象事業・助成限度額】▼備品購入･備品修繕（上限二十万円）  

            ▼施設整備・施設改修（上限五十万円） 

【申請期間】事前連絡の上、申請書を7月1日（火）～7月31日（木）（土・日・祝日等を除く） 

【申込み・問合せ】地域活動支援課03-5273-9191へ電話連絡の上お持ちください。 

         ※申請用紙はホームページからも取り出せます。 

    
   ボランティア活動中のケガや事故に備えて、ボラ 
  ンティア保険へのご加入をお勧めしています。 
   詳しくは、新宿ボランティア・市民活動センター 
  までお問合せください。 TEL 03-5273-9191 
 



TEL ：03-3359-0051 FAX ：03-3359-0012 

〒160-0008  新宿区三栄町25 

開所日時 ： 月～金曜日 8:30～17:00（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く） 

TEL：03-5273-9191 FAX：03-5273-3082 
MAIL shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp  
URL  http://www.shinjuku-shakyo.jp 
〒169-0075 新宿区高田馬場1-17-20 新宿区社会福祉協議会事務所内 
開所日時 ：月～土曜日（日・祝日は除く） 8:30～17:15 ※毎週火曜日 ボランティア・市民活動相談 19:00まで 
◆新宿区ファミリー・サポート・センター TEL：03-5273-3545 
◆視覚障害者交流コーナー TEL＆FAX ：03-6233-9555    ◆聴覚障害者交流コーナー TEL＆FAX ：03-6457-6100 
 

落合ボランティア・地域活動サポートコーナー 
TEL.FAX:03-5996-9363 

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー 
TEL.FAX:03-3359-9363 

西地区 

  若松町ボランティア・地域活動サポートコーナー 
TEL.FAX:03-6380-2204 

東地区 

ボランティア・市民活動情報紙「しずく」は古紙パルプ配合率７０％以上の紙で印刷しています。 

ボランティア活動情報を 

携帯電話へ随時配信中! 

新宿区社会
福祉協議会 
東 分 室 

新 宿 
ボランティア   
市 民 活 動 
セ ン タ ー 

毎週木曜日に 
ボランティア相談も 
実施しています。 

中央地区 

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー 
TEL.FAX:03-3363-3723 

大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー 
TEL.FAX:03-3209-8851 

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー 
TEL.FAX:03-3260-9001 ボランティア   

地 域 活 動 
サ ポ ー ト 
コ ー ナ ー 

 株式会社日本財託からの寄附金を原資とし、区内の福祉

施設･団体における備品整備･施設整備等の経費を助成しま

す。助成内容などの詳細は、お問合せください。 

 ○対 象  

  ▼新宿区内の福祉施設・団体 

 ○対象事業・助成限度額 

  ▼備品購入･備品修繕（上限20万円）  

  ▼施設整備・施設改修（上限50万円） 

 ○申請期間 

  7月1日～7月31日、（土・日・祝日等を除く） 

 ○申込み・問合せ 

  地域活動支援課03-5273-9191へ事前連絡の上、 

 申請書をお持ちください。 

 ※申請用紙はホームページからも取り出せます。 

 

子どもＤＩＹ部夏休みイベント 
ボランティアメンバー募集 

 子どもDIY部では、多数の夏休みイベントを行います。

特に「おばけのまちをつくろう」では、応援してくれる

ボランティアメンバーを募集します。子どもが達成感や

自己肯定感を育めるよう、活動の補助、子どもの見守り

をお願いします。日時等は、お気軽にお問合せください。 

 ○日 時 ７月23日、24日、31日、８月４日、 

     18日（準備）、8月20日・21日（本番） 

 ○場 所 落合第二地域センター 

 ○問合せ 新宿ボランティア・市民活動センター  

      TEL 03-5273-9191 

ファミリー・サポート・センター 
提供会員講習会 受講者募集 

 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。 

〇日 時 9月4日（木）、5日（金）、8日（月） 

     9日（火）、全４日間 9時～16時半まで 

〇場 所 新宿区社会福祉協議会 地下会議室 

○参加費 2,350円（テキスト代等）  

○対 象 新宿区に在住または在学の１８歳以上で、 

     心身ともに健康な方。 

○申込み 新宿区ファミリー・サポート・センター 

     TEL 03-5273-3545   

平成２６年度分 備品整備･施設整備 
「株式会社日本財託 助成金」申請団体募集中 

 共同募金を主な財源とした助成金制度です。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。 

 ○対 象 
  ▼区内で活動する福祉団体・市民活動団体・当事者 

   団体（平成26年10月1日以降の事業が対象） 
 ○主な対象事業 

  ▼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 
 ○申込み 

   申請書を7月1日（火）～8月29日（金）（土・ 
  日・祝日等を除く）に新宿区社会福祉協議会高田馬 

  場事務所、または、東分室までお持ちください。 
  ※必ず事前連絡をお願いします。 

新宿区社会福祉協議会 地域ささえあい活動助成金 
平成２６年度第３回分の申請団体募集中 

【会員募集しています。】  
      新宿区社会福祉協議会は、支えあいのまちづくりを 
 支えていただく会員を募集しています。年会費５００円 
 から加入いただけます。 
  詳しくは、法人経営課までお問合せください。  
  TEL 03-5273-2941 
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