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“じぶんの町を良くするしくみ”

「赤い羽根共同募金運動」が始まります。

新宿区で集めた募金の約７０％は、区内の福 【街頭募金のお知らせ】
祉施設・団体の活動に活用されます。残りの約
■日程 10月1日（木）、2日（金）
3０％は、新宿区を含めた、東京都内の広域的
■時間 ①8時～9時
な課題を解決するための活動に活用されます。
②12時～13時
なお、共同募金運動への寄附金には、税制上
③16時～17時
の優遇措置もあります。
■場所 高田馬場駅（JR・西武線・メトロ）
今年も、地域の方々のご協力をいただき、街
中井駅（都営大江戸線）構内
頭募金を行うほか、区内１０カ所の特別出張所
や町会、自治会、新宿区社会福祉協議会等の窓
※高田馬場駅は10月1日のみ８時～10時まで、
口でも募金を受付いたします。皆さまのご協力
中井駅は①、②の時間のみ実施します。
をどうぞよろしくお願いいたします。
【問合せ】
【実 施】共同募金会新宿地区協力会
新宿区社会福祉協議会 法人経営課
【後 援】新宿区
TEL03－5273－2941
【協 力】新宿区町会連合会
FAX03－5273－3082
新宿区民生委員・児童委員協議会

「打ち水大作戦２０１５」今年で１０周年！
猛暑日の8月４日、新宿ＣＳＲネットワーク（※）は「打ち水大作戦2015」を実施しました。
今年で10周年目を迎えたこのイベント。温暖化防止活動の一環として、企業と地域が協働し、
区内関係各所のご協力のもと毎年実施しています。
加盟企業社員をはじめ、地域住民や近隣の福祉施設の
方々を合わせ、約150名もの方々にご参加いただきまし
た。京王プラザホテルのご協力のもと、ホテルの地下か
ら汲みあげた災害用水を会場に打ち水し、気温は最大4
度も低下。毎年恒例の「打ち水音頭」を全員で合唱し、
涼風を感じながら、心地よい交流を楽しみました。
参加者には、各企業や角筈地区協議会からの協賛品を
景品としてお持ち帰りいただきました。ご参加、ご協力
いただいた皆さま、ありがとうございました。
※新宿CSRネットワーク
新宿区内を中心にボランティア・社会貢献活動に取り組む企業で構
成されるネットワークで、新宿社協が事務局を務めています。

打ち水大作戦２０１５の様子

ボランティア
募 集 情 報

顔合わせ等社協職員が同行します。 ＴＥＬ
お気軽にお問合せください。

高齢者関係

内容：①絵手紙、書道、折り紙、手工芸などの講師
②話し相手、レクリエーション補助など
日時：応相談 ※交通費実費支給
場所：デイサービスオンリーワン(JR「東中野」徒歩5分）

１

内容：レクリエーション活動、特技を活かしたボランティア
日時：月～土曜日 応相談
場所：高齢者在宅サービスセンターあかね苑デイホーム
（大江戸線「牛込柳町」徒歩5分)

日常活動のサポート（北山伏町）

２

内容：配茶・配膳・ドライヤーかけ、レクリエーション活動
（折紙）の補助など
日時：月・金・土曜日 10時30分～１２時
場所：ツクイ新宿神楽坂
（東西線「神楽坂」徒歩5分）

内容：将棋の相手
日時：応相談
場所：特別養護老人ホーム原町ホーム
(大江戸線「牛込柳町」徒歩5分）

９

内容：入所者の髪ドライヤーかけ、下膳、おやつ出し等
日時：月～土曜日 応相談
場所：特別養護老人ホームあかね苑
（大江戸線「牛込柳町」徒歩5分）

民謡披露ボランティア（百人町）

４

内容：囲碁、手芸、習字、ＴＶゲーム、園芸等
日時：月～土曜日 応相談
場所：デイサービスりっくる（東西線「早稲田」徒歩7分）

内容：日常活動（話し相手、レクリエーション等）の補助、
音楽演奏や踊りなど（施設により異なる）、特技を
活かした活動
日時：月～土曜日 活動時間は応相談
場所：①ベストリハ高田馬場（下落合）
②デイサービスセンターなごやか新宿（上落合）
③デイサービス花実静華庵（上落合）
④ふくろうの家 落合第二（中落合）
⑤デイサービス 一期の家（西落合）
⑥デイホームゆりの木西落合（西落合）
⑦さくらデイハウス落合（西落合）

１０

内容：民謡の披露
日時：年3～4回程度
水曜日（第1・第3以外）、木曜日（第4以外）
土日いずれかの14時～15時
場所：新宿けやき園（JR・東西線・西武新宿線
「高田馬場」徒歩7分）

日常活動のサポート（中落合）

５
日常活動の補助・特技を活かした活動
（落合地区）

内容：工作・そば打ち・お菓子作りのお手伝い
日時：月～土曜日 10時～15時（応相談）
月１回程度のペースで活動できる方
場所：やわらぎ中落合（西武新宿線「下落合」徒歩10分）

８

日常活動のサポート（北山伏町）

３
日常活動の補助・レクリエーションの補助
（赤城下町）

趣味を活かしたボランティア（中落合）

特別養護老人ホーム等でのボランティア
趣味活動のサポート（原町）

内容： 利用者の髪ドライヤーかけ、プログラム中のお茶
出し、折り紙・編み物の補助、他
日時：月～土曜日 時間等応相談
場所： 高齢者在宅サービスセンターあかね苑
（大江戸線「牛込柳町」徒歩5分）

趣味活動のサポート（弁天町）

７

レクリエーション講師活動等（北新宿）

デイサービスでのボランティア
特技を活かしたボランティア（北山伏町）

０３－５２７３－９１９１

１１

内容：シーツ交換、下膳、縫い物、レクリエーション補助
日時：月～土曜日 10時～16時30分 応相談
場所：特別養護老人ホーム 聖母ホーム
（西武新宿線「下落合」徒歩5分）

日常活動・レクリエーション補助（北新宿）１２
内容：園芸、車椅子清掃、洗濯物の整理、特技披露、他
日時：月～金曜日 活動時間は応相談
場所：北新宿特別養護老人ホーム「かしわ苑」
（JR「東中野」徒歩10分）

その他施設・サークル活動のボランティア
６

ヘレンケラー記念音楽コンクールの運営補助
（会場：区外）

１３

内容：受付、舞台周り等の手伝い等
※10月29日（木）事前説明会参加必須（時間調整中）
日時：11月7日（土） 8時30分～13時頃まで
会場：TOPPANHALL(文京区水道1-3-3）

１４

サロン活動の手伝い（中落合）

内容：高齢者の話し相手、塗り絵・貼り絵、iPadゲーム等
日時：毎月第4木曜日 13時～16時
場所：中落合地域交流館（西武新宿線「下落合」徒歩6分）

１５

有料老人ホームでの手伝い（北新宿）
内容：話相手、散歩の付き添い、畑の手入れなど
日時：応相談
場所：せらび新宿（東西線「落合」徒歩9分、
JR「東中野」徒歩12分）

パソコン指導補助ボランティア（西新宿）

１６

児童館のお祭りの手伝い（薬王寺町）

保育園での遊びのサポート（下落合）

１７

１８

１９

内容：「ふれあい動物園」の運営・お手伝い
日時：10月7日（水） 10時～17時 時間応相談
会場：落合公園（東西線「落合」徒歩14分、
大江戸線「中井」徒歩10分）

内容：読み聞かせ等、子ども（5歳児）の遊び相手
日時：15時～17時 曜日は応相談
場所：個人宅

２２

２７

２８

内容：書架の本の並びかえ、修理等
※ボランティアの体験講座も行っています。
日時：毎月第3木曜日 15時～16時
場所：北新宿図書館（ＪＲ「大久保」「東中野」徒歩10分）

図書館でのボランティア（西新宿）
２１

２６

内容：障害者施設のお祭りでのブース手伝い
利用者のサポート
日時：11月8日（日） 9時～16時
場所：新宿区立あゆみの家
（大江戸線「落合南長崎」徒歩７分）

図書館でのボランティア（北新宿）
２０

２５

内容：50代男性の外出時の車椅子補助
日時：土・日曜日 時間応相談
場所：個人宅
備考：体力のある男性希望（謝礼あり）

あゆみ祭りの手伝い（西落合）

内容：おもちゃの拭き掃除、親子の見守りなど
日時：火・水・木・金曜日 主に午前中
場所：中落合子ども家庭支援センター
（西武新宿線「下落合」徒歩5分）

内容：子どもたちの遊び相手、イベントの手伝い等
日時：月～金曜日 10時～17時（時間応相談）
場所：西新宿児童館（京王新線「初台」徒歩10分）

２４

内容：遊び相手、遠足の付添い
日時：応相談
場所：新宿ここ・から広場 子ども総合センター3F
まいぺーす（副都心線、大江戸線「東新宿」徒歩10分）

車椅子利用者の外出支援（上落合）

内容：工作、伝承遊び、読み聞かせ等
日時：月～土曜日 9時30分～17時 応相談
場所：新宿せいが保育園
（JR・東西線・西武新宿線「高田馬場」徒歩10分）

児童館での遊びのサポート（西新宿）

療育プログラムの補助・介助（新宿7）

障害児の遊びのサポート（新宿7）

内容：子どもによる出店の補助、片付け等
日時：10月3日（土） 13時～16時
場所：薬王寺児童館（新宿線「曙橋」徒歩８分、
大江戸線「牛込柳町」徒歩７分）

子どもの遊び相手（西落合）

２３

内容：障害のあるお子さん（3～6歳）の補助、介助
日時：月～金曜日 10時～13時30分 応相談
場所：新宿区立子ども総合センター発達支援コーナー
あいあい（大江戸線、副都心線「東新宿」徒歩７分）

児童関係

中井児童館イベントのサポート（中井）

ぽれぽれ＆シャローム合同まつり
「アミーゴフェスティバル」の手伝い
（弁天町）

内容：障害者施設のイベント補助
日時：11月14日（土） 9時～16時
場所：新宿生活実習所（ぽれぽれ福祉園）・シャロームみな
み風 （大江戸線「牛込柳町」徒歩10分）

内容：「パソコン相談会」でのパソコン操作方法（ワード・
エクセル等）の指導補助（個別指導）
日時：毎週水曜日 13時～15時
場所：西新宿シニア活動館
（大江戸線「西新宿5丁目」徒歩8分）

おもちゃの片付け・拭き掃除（中落合）

障害関係・その他

２９

内容：本の配架・整理等
日時：月～金曜日 10時～17時
場所：角筈図書館（ＪＲ・小田急線「新宿」徒歩20分、大江戸
線「都庁前」徒歩10分、京王線「初台」徒歩10分）

植栽の水やりのボランティア（西新宿）
内容：植物（主に鉢物）の水やり、花がら摘み
日時：火・木・土・日曜日 10時～12時で応相談
場所：環境学習情報センター エコギャラリー
（大江戸線「都庁前」徒歩5分 新宿中央公園内）

３０

お問合せ、お申込みについては

情 報 掲 示 板

各問合せ先までご連絡ください。

備品整備・施設整備㈱日本財託助成金
申請団体二次募集のお知らせ
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す
るものです。下記のとおり、二次募集を実施します。
【対象となる福祉施設・団体】
①事業を計画に従って遂行できる能力を有すること
②代表者等の熱意、見識及び能力が信頼するに足りる
ものであること
③区内に所在する施設・団体であること（法人格の有
無は問いません）
④新宿区社会福祉協議会の会員であること
⑤営利、政治、思想及び宗教活動を目的としていないこと
⑥当該年度すでに本助成金の交付決定を受けていないこと
【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）
詳細は助成金交付要綱をご確認ください。要綱・申込書は
新宿社協ホームページからダウンロード可能。
【申込方法】
事前連絡の上、申請書等を10月23日（金）までに下記へ
ご持参ください（郵送不可）。交付決定は10月末（予定）。
詳細は下記までお問合せください。
【問合せ・申込先】
新宿区社会福祉協議会 法人経営課
住所：新宿区高田馬場1－17－20
TEL03－5273－2941
FAX03－5273－3082

新
宿
・ボランティア
市 民 活 動
セ ン タ ー

シンポジウム
「売買される日本の子どもたち」
深刻化する児童買春・ポルノやJKビジネス等、子どもの
性の商品化。なかなか変わらない日本の人身取引の現状
について、課題と解決方法を一緒に考えましょう！
【日 時】9月24日(木) 18時30分～21時 (開場18時)
【会 場】文京シビックセンター 4階 シルバーホール
東京都文京区春日1-16-21
(丸ノ内線「後楽園」、三田線「春日」徒歩1分)
【参加費】 一般1,000円/学生500円
【主 催】 ソーシャル・ジャスティス基金（SJF）
認定NPO法人まちぽっと
【申込み・問合せ】TEL03-5941-7948

第20回若松ふれあいまつり
若松地域センター管理運営委員会主催のおまつりにお
いて、新宿社協と若松地区協議会が協働で「優しさまんた
んスタンプラリー」を開催します。ブースでは、福祉団体の
紹介や福祉クイズなど、楽しい催しをたくさんご用意してい
ます。みなさんのご参加お待ちしています！
【日時】9月27日（日）10時30分～15時
【会場】若松地域センター地下１階（新宿区若松町１２－６）
【内容】
若松地区の福祉団体の紹介、福祉クイズ、ゲーゴールゲ
ーム、健康測定、吹き矢、介護相談、健康相談、保冷財の
活用、体験型交通安全コーナーなど
【問合せ】若松町ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL03－6380－2204

TEL：03-5273-9191 FAX：03-5273-3082
ボランティア活動情報を携帯電話・
MAIL shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
スマートフォンへ随時配信中!
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） 8:30～17:00 ※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

新 宿 区 社 会 TEL ：03-3359-0051 FAX ：03-3359-0012
福 祉 協 議 会 〒160-0008 新宿区三栄町25
東 分 室 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）
ボランティア
地 域 活 動
サ ポ ー ト
コ ー ナ ー

東地区
中央地区
西地区

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

毎週木曜日に
ボランティア相談も
実施しています。

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

若松町ボランティア・地域活動サポートコーナー 大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:03-6380-2204
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
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
TEL.FAX:03-3363-3723

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。

