
1SHINJUKU social welfare conferenceはねっと で検索検索歳末・地域たすけあい運動募金のつかいみちは

　両募金活動は、町会・自治会のみなさまのご協力
により、多くの募金が寄せられています。
　赤い羽根共同募金については、募金額全体の約
73％、歳末・地域たすけあい運動募金では約94％
が、町会・自治会を通じて集められています。

町会・自治会

　区関係施設や福祉施設、
団体の窓口に募金箱の設置
をご協力いただきました。
　また、募金期間中は様々
なイベントにおいても募金
箱を設置し、広く区民の方々
にご協力をいただきました。
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◆戸塚地区民生委員
　児童委員協議会・及び社協職員
　日時：10月1日、2日、3日
　場所：高田馬場駅構内

◆四谷佛教会による托鉢
日時：12月5日（金） 場所：四谷～区役所

◆戸塚地区民生委員
　児童委員協議会及び社協職員
日時：12月24日、25日 場所：高田馬場駅構内

◆下落合東町会
日時：12月20日～23日
場所：ピーコックストア目白店前

◆上落合東部町会青壮年部主催
　チャリティコンサート
　日時：10月5日（日）
　場所：落合第二小学校体育館

コンサート参加者の
みなさまのご協力を
いただきました。

コンサート参加者の
みなさまのご協力を
いただきました。

役員のみなさまが街頭
に立ち呼びかけを行って
くださいました。

役員のみなさまが街頭
に立ち呼びかけを行って
くださいました。

昭和40年から毎年
ご協力いただいております。
昭和40年から毎年
ご協力いただいております。

両募金活動には、多くの区民のみなさまのご協力がありました。両募金活動には、多くの区民のみなさまのご協力がありました。
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共同募金
活動へのご協力

共同募金
活動へのご協力

赤い羽根共同募金（10月）

4,718,840円
（前年度 4,628,911 円　増減比 1.9%）

歳末・地域たすけあい運動募金（12月）

11,751,923円
（前年度 14,995,098 円　増減比 -21.6%）

（預金利子等 535 円含む）
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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

みなさまのご協力により
　多くのお気持ちが寄せられました

募金の活用については２面をご覧ください。

町会・自治会を通じて町会・自治会を通じて 募金箱を通じて募金箱を通じて



感謝のお手紙が寄せられました。

子ども達は、新しいパジャマに大喜び！

共同募金活動共同募金活動へのご協力へのご協力

ありがとうありがとうござい
ましたございました

2 SHINJUKU social welfare conference 社協の取り組みや活動は、皆さまからの会費や寄附、共同募金の配分金などによって支えられています。

　募金は、新宿社協の「地域ささえあい活動助成事業」として、
新宿区内の福祉施設や団体等が行う、福祉活動に活用されて
います。また、その他は東京都内の福祉活動や福祉施設の整備
等に活用されています。
　区内で活用されました、一部をご紹介いたします。

歳末・地域たすけあい運動募金の使途報告歳末・地域たすけあい運動募金の使途報告
平成27年度の地域福祉活動支援への活用

（7,640,819円） 平成26年度お見舞金として （3,632,910円）

◯ 区内在住の交通遺児の方、在宅重度障害児者
　 女性保護施設入所者のお見舞金３４４名分

◯ 区内乳児院入所の子どもたちへ見舞品（パジャマ） 40名分

 平成26年度事務費として（478,194円）
お見舞金を送付するための郵券代や募金領収書等の
印刷に活用いたしました。

赤い羽根共同募金の使途報告赤い羽根共同募金の使途報告

　福祉団体・地域団体
が行うボランティア・
市民活動、地域福祉を
推進することを目的と
した行事開催の支援と
して各種機材の貸し出
しを行っています。

地域行事用機材の貸出

　区内小・中学校、高等学校、専門学校、大学で行う
福祉教育や企業・その他地域団体で行う福祉体験
学習への企画協力や講師紹介を行っています。

福祉教育・福祉体験学習の推進

　貴重な募金を原資として、
大変有意義な講座を開催する
ことができ、コミュニケー
ションに障害を持つ方々への
支援の輪を広げることが可能
となりました。
　心より御礼申し上げますと
同時に今後もご支援賜ります
ようお願い申し上げます。

　ご寄附していただきました
方々の善意により、困難と
なっておりました障害者の生
産活動がスムーズに行えるよ
うになりました。
　大変感謝しております。今
後も変わらぬご支援をどうぞ
よろしくお願いします。

　本年も募金者の温かいご
配慮によりクリスマス会を
行うことができました。
　皆様に支えられつづけた
ことにボランティア一同感
謝の気持ちで一杯です。
　ありがとうございました。

メッセージメッセージ

メッセージメッセージ

メッセージメッセージ

　新宿社協を通じ、翌年度（平成２７年度）の地域
福祉活動の支援のため、体験ボランティアや地域
福祉活動への助成金、地域コーディネーター講座
の運営等の１０事業に活用されます。

特定非営利活動法人
言語障害者の社会参加を支援するパートナーの会　和音
「失語症コミュニケーション支援講座」

社会福祉法人新宿あした会 新宿第二あした作業所
「業務用ミキサーの購入」

レジャーライブラリー お絵かきくらぶ「あいじえん」
「お絵かきくらぶ クリスマス会」
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■■災害ボランティアの活動例■■
●被災者への支援活動
　家財道具などの運搬・片付け、炊き出し、話し相手など
●被災地の支援活動
　清掃、公共施設復旧支援、通信支援など
●災害ボランティア活動への支援
　資金支援、情報支援、物資支援、人材支援など
●被災者への間接支援
　義援金、救援物資など

「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

● 新宿区の「災害ボランティアセンター」について

新宿区社会福祉協議会第３次経営計画 2014～2018から「災害の備え」についてご紹介します。

　新宿社協は、第３次経営計画の重点事業として「災害時に向けての危機管理体制の整備」と「災害ボランティア
センターの運営支援等」の取り組みを明らかにしています。大規模な災害が発生した場合、災害対策本部を設置
するとともに、新宿区が立ち上げる災害ボランティアセンターの運営支援を行います。

　新宿区で震度５弱以上の地震が発生した場合、被災状況を踏ま
えた上で、区は「新宿区災害ボランティアセンター」を設置します。
　区と社協は、災害ボランティアセンターの設置場所となる新
宿スポーツセンターを活動場所として、活動を開始します。

②「新宿区災害ボランティアセンター」の設置

新宿区
（新宿区災害対策本部）
応急活動態勢を確立

新宿区
社会福祉協議会
（社協災害対策本部）

災対福祉部・災対健康部
災対建築部・災対本部室

（専門ボランティア活動拠点）
・専門ボランティアの受付・派遣　
（福祉・医療・建築・通訳等）

③社協職員を派遣

新宿区災害対策各部

センター運営・情報発信
ボランティア活動支援

情報交換・
ボランティア
振り分け

②派遣要請

①災害ボランティア
　センター開設

新宿区
災害ボランティアセンター
地域防災部ボランティア調整担当
（一般ボランティア活動拠点）

・一般ボランティアの受付・派遣
（土砂等撤去・物資配給・対人援助等）
・支援情報の発信など

新宿スポーツセンター

連携

新宿区で
震度５弱以上の
地震が発生！

　新宿区社会福祉協議会は、新宿区と「災害時におけるボランティア支援に関する協定書」を締結しています。新宿社協と区は連携して、ボランティアに関
する情報収集と情報提供、区民及び関係機関からの問合せ及び相談への対応や、平時からの情報交換を図ります。また、新宿社協は災害発生時に区が
開設する「新宿区災害ボランティアセンター」にボランティアコーディネーターを派遣し、区と連携・協働して区民、地域への支援を行うこととしています。

①「新宿区災害ボランティアセンター」と新宿区社会福祉協議会

　災害ボランティアとは、主として地震や水害、 火山噴火などの災
害発生時及び発生後に、被災地において復旧活動や復興活動を行
うボランティアを指します。
　平成７年の阪神・淡路大震災を契機に、その役割がクローズアッ
プされ、被災地の生活復興に欠かせない存在として様々な人が活
躍しています。
　区の災害ボランティアセンターでは、社協職員がコーディネーター
として主に一般ボランティア（医療等の専門行為を行わない活動等）
の受付、地域への派遣を調整します。
　できる人が、できる時に、できることをする姿勢で、災害によって
傷ついた街や地域を支える活動が「災害ボランティア」です。

③災害ボランティアの活動

　新宿社協では、平成２６年度から「災害ボラ
ンティア養成講座」を開始しました。講座では、
「来たるべき首都直下地震にそなえて」「災害ボ
ランティアセンターの設置及び概要」及び「災
害と災害ボランティア活動の理解」を座学と
ワークショップを通じて学んでいただきました。
　また、平成２７年度は、「災害ボランティア養
成講座」のほか、養成講座を修了した方と災害ボランティア活動経験者を対象に、
より実践的な災害支援を学ぶ「スキルアップ講座」を実施予定です。

④災害ボランティアの養成

● 新宿社協が進める災害時に向けての危機管理体制の整備
●大規模災害発生時には、社協災害対策
本部を立ち上げ、外部から駆けつけるボ
ランティアの受け入れ、事業利用者やボ
ランティア等の安否確認など、被災状況
に応じて「新宿社協防災計画」、「新宿社
協事業継続計画（BCP※）」及び「新宿区
災害ボランティアセンター運営マニュア
ル」に基づいて、臨機応変の対応ができ
る準備を進めていきます。

●新宿区と連携をとりながら、「ボランティ
アに関する情報を収集し、区民等に対して
迅速かつ的確な情報を提供すること」、
「区民及び関係機関等からのボランティア
活動に関する相談に応じること」、「平常時
からボランティア活動についての情報交換
を行うなど、災害時に迅速かつ円滑な連
携・協力体制がとれるように努めること」
を定め、区民、地域への支援を行います。

●区市町村や都道府県の社会福祉協議
会とのネットワークを活かした広域的活
動としての連携・支援を行います。大規
模災害時には、行政、NPO・NGO、関係
専門機関等と連携した被災者支援を行
う役割を果たしていきます。

※BCP（Business continuity plan)
大規模な災害等の不測の事態に対する備えとして、重要
な事業の継続を実現していくための手法や手順を具体
的に明らかにしたもの。

問合せ  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ー９１９１

カードゲーム「クロスロード」の様子
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新宿区成年後見センターからの報告

問合せ 新宿区成年後見センター 〒169-0075 新宿区高田馬場1－17－20
TEL：03-5273-4522  FAX：03-5273-3082  e-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp

後見人等
交流会
後見人等
交流会

後見人等が知り合うＣafe後見人等が知り合うＣafe「市民後見人を養成する基礎講習」を実施しました！「市民後見人を養成する基礎講習」を実施しました！ を開催しましたを開催しました

　去る2月21日（土）「高齢者福祉施設 神楽坂」にて、後見人
等交流会を行いました。
　今回は、交流の合間に、被後見人等の生活の場の一つであ
る、高齢者施設への理解を深めるため、施設見学を行いまし
た。参加者は19名でした。参加者からは、「新宿にある施設を
見学できてよかった」、「交流会で多様な立場の方の話を聞くこ
とができてありがたかった」といった感想をいただきました。
　今後も成年後見センターで
は、判断能力が十分でない方を
支える後見人等が安心して活動
できるよう、このような交流会を
開催します。

　今年度から、新宿区では市民後見人の養成基礎講習を実施
しました。
　昨年の11月から今年の1月までの計6日間で20時間の講習を
行い、受講者は成年後見制度のしくみや法律知識、後見人とし
ての心構え、高齢者や障害者についての理解などを学びました。
　また、プログラム内のグループワークではコミュニケーション
技法や事例検討などを行い、互いの思いや気持ちを語り合い、
受け止め、自身の後見人像をイメージしながら、グループ討議を
しました。
　講習終了後に実施した選考に合格し
た方々は今後、研修などでさらに研鑽を
つみ、将来の市民後見人を目指します。 交流会の様子▶

寄　附　物　品

四谷清掃協力会様から今年もバザー収
益金をご寄附いただきました。

新宿電話局通り親交会様・株式会社NTT東
日本‐南関東東京事業部社員一同様・株式会
社NTTビジネスアソシエ東日本社員一同様
から毎年開催されているチャリティーバザー
の収益金をご寄附いただきました。

学習院女子短期大学・学習院女子大
学同窓会草上会様よりバザー収益金
で車椅子3台と手作り布巾（200枚）
をご寄附いただきました。

協同組合新宿専門店会婦人会様から
車椅子20台（介助式・自走式）をご寄
附いただきました。他に、タオル、石鹸類
等も併せてご寄付いただきました。

新宿西清掃協力会様から今年もバザー
収益金をご寄附いただきました。

90歳の方が皆さまからご寄附いただいた毛糸で編んだ暖かい心のこもった手編み靴下です。
これまでにご寄附いただいた靴下はエコギャラリー新宿を通して被災地の仮設住宅にお住ま
いの高齢者の方々にプレゼントいたしました。

氏名・企業・団体名 住 所
野村不動産株式会社　総務部
イーデザイン損害保険株式会社
東日本電信電話株式会社
NTT 東日本ネットワーク事業推進本部高度化推進部
株式会社　伊藤商店　日本料理　車屋　
東京電力株式会社　新宿支社
株式会社　テクノ工営
東芝ウィズ株式会社　東芝 CSR 推進室
野村不動産投資顧問株式会社　ファンド会計部
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
　　　　　　　　　　　CSR 環境推進室
大和小田急建設株式会社　土木推進部
株式会社　佐藤総合計画
東亜建設工業株式会社　
株式会社　川島ガラス
JBサービス株式会社　新宿事業所 サービス管理
株式会社三菱東京UFJ 銀行　

西新宿
西新宿

西新宿

歌舞伎町
新宿
西新宿
港区芝浦
西新宿

西新宿

西新宿
墨田区横網
西新宿
揚場町
新宿

千代田区神田鍛冶町

【カレンダー・手帳の寄付】

氏名・企業・団体名 住 所 物　品
株式会社　北陸銀行
千葉和子
株式会社　丸巧

SMC シビルテクノス株式会社

信濃町シニア活動館　
アキレス株式会社
学習院女子短期大学・学習院女子大学同窓会 草上会
協同組合新宿専門店会婦人会
公益財団法人　報知社会福祉事業団

西新宿
百人町
高田馬場

新宿

信濃町
大京町
戸山
新宿
港区

消毒液、ウェットティシュ多数
手編み靴下多数
タオル新品 200 枚
ステンレスボトル、スチームアイロン、かばん
携帯用充電池、懐中電灯 ( 新品）
タオル多数
スニーカー 120 足
車椅子 2 台、手作り布巾 200 枚
車椅子（介助、自走）20 台、タオル類、石鹸類
端唄鑑賞チケット 50 枚

11月

1月
2月

12月

心のこもったご寄附ありがとうございました！

1月

2月

他にもおむつ類や、タオル類、石鹸、等々ご寄附いただきました。地域の方々に活用していただきます。
おむつ(テープ式、パンツ式）、タオル類、石鹸などございましたらご寄附お願いいたします。

平成26年11月1日～平成27年2月28日　敬称略寄　附　金

アトリエ猫魚姫　川和 千鶴
観幾会
匿名
匿名
新宿電話局通り親交会
株式会社 NTT 東日本‐南関東東京事業部
株式会社 NTT ビジネスアソシエ東日本
東京四谷ロータリークラブ
山本 三代子
匿名
古俣 吉郎
新宿区フォークダンス連盟
小学生による野点コーナー
( 区立富久小学校、落合第二小学校）
新宿区住宅リフォーム協議会（工作教室）
新宿野外活動研究会（金魚すくい等）
新宿西清掃協力会
匿名
戸山ハイツ西通り商店会
コリとり整体　店長　韓泰龍
野田 實
コリとり整体　店長　韓泰龍
匿名
貴松商興会
昭１８淀一クラス会友志

匿名
野田 實
匿名
匿名
東京税理士会四谷支部
四谷清掃協力会
匿名
匿名
匿名
コリとり整体　店長　韓泰龍
新宿区視覚障害者福祉協会マッサージ室
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
日本福祉教育専門学校ソーシャルケア学科
匿名
野田 實
飯島 ひろえ
柏木地区グランド・ゴルフクラブ
山本 肇
匿名
野田 實
匿名

大久保
大久保
神楽河岸
新宿
四谷
四谷
高田馬場
神楽河岸
高田馬場
大久保
戸山

中野区上高田
四谷
大久保
神楽河岸
大久保
豊島区高田
西新宿
大久保
新宿
下落合
西落合
矢来町
大久保
新宿

2,000
500
5,000
10,000
141,027
111,728
10,000
6,000
8,230
2,000
21,400
2,000
10,000
2,000
18,000
2,000
13,190
2,000
500
5,000
2,800
1,000
11,200
500

10,000

調布市菊野台
調布市布田
須賀町
西早稲田

百人町

左門町
大京町
愛住町
新宿
南山伏町

新宿区
地域文化部
文化観光課内

西新宿
四谷
戸山
大久保
大久保
大久保

八王子市石川町
北新宿

横浜市保土ケ谷区

7,800
13,500
300,000
4,320

421,248

30,438
50,000
600

10,000
24,320
58,000
29,100
53,750
82,421
10,000
26,909
3,000
500
3,000

100,000
53,000
16,358

AMIE の会
戸山教会
匿名
株式会社 ホテル小田急クラブ
小林 愛
匿名
平成ビルディング株式会社
新宿ファーストウエスト事業所
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
朝・日親善友好実行委員会新春の集い
古俣 吉郎
匿名
匿名
匿名
諏訪中クラブ
匿名
匿名
大京町キングス 代表富岡和人
匿名
牛込ぞうりの会
介護支援ボランティアポイント事業（125名）

鎌倉市津西
戸山
大久保
西新宿
大久保
四谷

西新宿

西早稲田
高田馬場
高田馬場
新宿
大久保
新宿
新宿
西新宿
北新宿
神楽河岸
高田馬場
新宿
四谷
大京町
大久保

牛込ボランティア・コーナー

20,000
20,000
4,629
59,220
3,000
10,000
10,046
3,920
9,973
8,230
1,000
2,000
50,000
10,000
2,000
2,000
5,000
7,310
1,000
10,000
10,031
2,000
30,000
279,800

合 計

寄付者名 住所 寄付金額寄付者名 住所 寄付金額寄付者名 住所 寄付金額

2,257,498

11
月

12
月

12
月

1
月

1
月

2
月


