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　成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人の権利を守る制度です。成年後見人等が本人
の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮して、身上の保護や財産の管理を行います。
　市民後見人とは、親族や専門家ではなく、一般市民が研修等で必要な知識や心構え等を身に付け、身近な同じ市民としての支え合い
の観点から成年後見活動を行う後見人のことをいいます。

本人らしい暮らしの実現を目指して、あなたのご協力をお持ちしています！ 
　今年度も新宿区では市民後見人の養成基礎講習を実施します。講習では、成年後見制度のしくみや知識、心構え、
各種制度等を学びます。受講申請書類は事前の説明会で配布し、書類選考により受講者を決定します。
※講習の運営は新宿区社会福祉協議会が新宿区の委託を受け実施します。

● 成年後見入門・申立講座 ●
【時　間】	 入門編　午後 1時〜 2時 20分
	 申立編　午後 2時 30分〜 4時 10分
【会　場】	 2 階　第 1集会室
【講　師】	 司法書士　伊藤　知加子氏
【内　容】	 　入門編では「成年後見制度とは？」、「かかる

費用の目安は？」など成年後見制度の基礎的知
識を、申立編では法定後見の申立書類の書き方
を中心に手続きのポイントをお話します。

【参加費】　無料

● 出張相談会 ●
【時　間】	 ①午後５時〜　②午後６時〜
	 ※相談時間は各 45分
【会　場】	 ２階　第２集会室Ａ・Ｂ
【内　容】	 　成年後見制度に関するご相談に、プライバシー

に配慮した個室で対応いたします。
【相談員】	 弁護士または社会福祉士
【相談料】	 無料
【定　員】	 全４組（先着順・平成29年７月24日（月）

から受付を開始します）

日　程 	 平成 29年 8月 4日（金）
時　間 	 午後 6時〜午後 8時
会　場 	 新宿区社会福祉協議会　地下会議室A
	 （新宿区高田馬場 1－ 17－ 20）
【講　師】	 法テラス東京法律事務所　常勤弁護士　岩本　幸恵氏　
【内　容】	 　近年、万引きにより検挙される高齢者等、法的だけでなく福

祉的サポートを必要とする人々のことが報道で取り上げられて
います。そのサポートの一つとして成年後見制度で何ができる
か等について説明します。

【対　象】	 新宿区内在住・在学・在勤の方、区民の成年後見人等
	 （成年後見人等を目指している方も参加できます）
【参加費】	 無料

対　象 　次のすべてに該当する方
●新宿区内在住、在学、在勤又は新宿区において高齢者・障害者等に関わる
社会貢献活動の実績がある方
●成年後見制度に理解があり、市民後見人としての活動に熱意のある方
●市民後見人としての活動が可能な方（概ね 65歳以下の方）

日　程 　平成 29年 10月上旬から 12月上旬（全６回）

会　場 　新宿区社会福祉協議会　地下会議室Ａ（新宿区高田馬場１－17－20）

日　程 	 平成 29年８月１日（火）	午後 2時〜
	 （申込締切：7月 28日（金））
会　場 	 新宿区社会福祉協議会　地下会議室Ａ
	 （新宿区高田馬場 1－17－20）

　ご本人の希望に添った支援や、
地域の生

活に密着した見守りが大切という
事がよく

わかりましたので、これらの点を
念頭にお

いて活動出来たら良いと思います
。

新宿区社会福祉協議会 新宿区成年後見センター
〒 169-0075	新宿区高田馬場１－ 17－ 20　　E-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp

成年後見入門・申立講座、出張相談会 成年後見人講座
「成年後見における司法と福祉の連携について」

問合せ ･
申込先

電話・FAX・E メール・ハガキのいずれか。①〜⑤を明記の上、下記までお申込みください。
（「相談会」は電話・FAX・E メールのいずれかでお申込みください。事前に相談内容をお伺いします。）
①氏名（ふりがな）　②在住・在学・在勤の別　③電話番号（FAX 申込の場合は FAX 番号）
④申込希望（入門編・申立編・両方・相談会）　⑤本講座・相談会をお知りになったきっかけ

電話・FAX・E メール・ハガキのいずれか。①〜④を
明記の上、下記までお申込みください。
①氏名（ふりがな）②在住・在学・在勤・区民の成年
後見人等の別③電話番号（FAX 申込の場合は FAX 番
号）④本講座をお知りになったきっかけ

日　程 　平成 29年９月９日（土）　　会　場 　若松地域センター（新宿区若松町 12－６）
対　象 　新宿区内在住・在学・在勤の方

電話、窓口、FAX、ハガキにて下記へお申込みください。
FAX、ハガキの場合には、氏名、電話番号（FAX申込の場
合は FAX番号）をご記入ください。

申込方法

問合せ・申込先

新宿区福祉部地域福祉課
（新宿区役所本庁舎2階　〒160-8484	新宿区歌舞伎町1－4－1）
TEL：03-5273-3517　FAX：03-3209-9948

まずは受講説明会へご参加ください。

声

TEL：03-5273-4522　FAX：03-5273-3082

申込方法 申込方法

受講者を募集します
市 民 後 見 人 養 成 基 礎 講 習

▼新宿区成年後見センターでは、その他にも下記のような講座を開催します。

平成28年度

養成基礎講習受講者の

要予約 要予約

・あなたの近くの「ボランティア・地域活動サポートコーナー」
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・新役員紹介
・平成 28 年度　事業報告及び決算

平成 29年（2017）
7月 20日発刊

No.155
新宿社協だより［K E Y A K I ］　 	 7 月 20 日号もくじ

・受験生チャレンジ支援貸付事業
・寄附金・寄附物品のご報告



3SHINJUKU social welfare conference2 SHINJUKU social welfare conference

　ボランティア・地域活動サポートコーナーでは、コーナー担当の職員のほか、地区担当職員が窓口を受け持つことがあり
ます。担当職員同士で情報を共有し、いつでも皆さまからのお問合せに対応できるように心がけています。
　ぜひ、一度お近くの「ボランティア・地域活動サポートコーナー」へお出かけください。

●　地域の皆さまに身近な「特別出張所」の中にあります。
	 　何かのお手続きの時など、どなたでも気軽にお立ち寄りいた
だけます。
●　コーナーの窓口では、ボランティア相談はもちろん、ボランティ
ア登録やボランティア保険の受付、車椅子の貸出も行っています。
	 お住まいの近くのコーナーで手続きができます。

●　サロンや施設、学校などと同じように、地域の中にあるので、
訪問等も速やかに対応ができます。
	 　また、その地域に密着した情報をお届けできます。
●　ボランティア活動中に使用していただいている社協所定の書
類や活動報告書もご用意しています。活動報告書の提出も可能
です。ちょっとした活動中のお困りごともお受けします。

　新宿社協では、ボランティア・市民活動センター（高田馬場）、東分室（三栄町）の窓口のほか、区内６か所の特別出張
所内に「ボランティア・地域活動サポートコーナー」を設置しています。

ボランティア・地域活動サポートコーナーは…

●高齢者施設での折り紙や手工芸等、特技を生かした活動。
●使用済切手を整理して、国際協力に関わる活動。
●福祉施設の納涼祭や夏まつりの手伝い。
●児童館での子どもの遊びやスポーツの補助。

体験ボランティアの活動例

夏の体験ボラン
ティア 2017

ボランティア募集情報は、新宿社協のホームページに掲載します。お気軽にお問合せください。

「活動の注意事項など詳しくご説明します。一度きり
の体験でも大丈夫です。いろんな活動を体験して、
自分に合ったボランティアを見つけてください。」

「初めてのボランティアで、
活動を続けられるか不安 …」

様々な
人との
出会い

新しい自分の発見

「 ボ ラン ティア・地 域 活 動  サ ポ ートコ ー ナ ー 」あなたの
近くの

あなたのまちの「ボランティア・地域活動サポートコーナー」はこちらです。

夏まつりの模擬店の手伝い

　新宿ボランティア・市民活動センターでは、ボランティア初心者の方にも気軽に参加いただ
けるよう、年間を通じて「いつでも体験ボランティア」を行っています。
　7月から9月の夏休み期間は、子どもや親子でも参加しやすい活動メニューを増やしています。
特技を活かした活動で、地域・施設・団体等での人との交流や、使用済切手の整理を通じた国
際協力など、様々な活動ができます。まずは興味のあるボランティアを体験してください。

新宿社協の取り組みや活動は、みなさんからの会費や寄附、
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　落合第一特別出張所の中にある落合コーナーでは、ボランティア
相談のほかに、小中学校及び幼稚園などで行う福祉体験学習への企
画や協力を行っています。
　「障害者の方との交流を通じて、障害や障害者についての理解を
深め、子ども達のこれからの生活に生かしたい」など、先生から学
習の目的などをお聞きし、学習内容に応じた協力者をご紹介してい
ます。
　昨年は、小学校で、車椅子を使用している方の講話と車椅子の使
い方について体験する授業を行いまし
た。幼稚園では、聴覚障害の方と園児
が一緒にあいさつなどの手話を体験
し、交流をしました。
　障害のある方と地域で一緒に暮らし
ていく上で子ども達が自分にできるこ
とを考える機会となるように取り組ん
でいます。

落合ボランティア・地域活動サポートコーナー

～福祉教育・福祉体験学習を推進しています～

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー

　牛込コーナーでは、様々な趣味や特技を生かして地域活動を行う
ボランティアグループの活動を応援する機会が多くなっています。
　手先が器用な方や編み物、縫い物など小物作りが「好き」という
気持ちを生かしたボランティアグループへは、社協に寄附のあった
布を再利用してもらったり、売上げを地域の施設へ寄附する際の調
整等しています。
　歌やダンス、音楽で人々を楽しませることができる特技をお持ち
のボランティアグループへは、地域の高齢者や子どもが集まる施設
やサロンを紹介し、一芸披露を通した
地域交流の場を調整しています。
　コーナーでは、趣味・特技を生かし
たボランティア活動の輪が広がるよ
うな相談対応を心掛けています。趣味
を生かしてボランティア活動をして
みませんか。

～ボランティアグループの活動を応援しています～
　四谷コーナーは、四谷地域センターの２階、四谷特別出張所の中
にあります。
　新宿御苑前駅からも近く、立ち寄りやすい場所にあるため、地域
の方はもとより、在勤・在学の方も来所されます。多くの方が、ボ
ランティア保険の申込みや、ボランティア活動の情報収集に来所さ
れます。休憩時間や時間がない中で立ち寄られることもあり、担当
職員は、できるだけ簡潔な対応を心がけています。
　ボランティア保険の申込みをされた方には、地区情報紙やボラン
ティアミニ冊子をお渡しし、四谷地区
の活動先も紹介しています。ここで
保険申込みをしたご縁で、四谷地区
のイベント協力や見守りボランティ
アの活動が始まった方もいらっしゃ
います。
　お気軽に四谷コーナーにお越しく
ださい。

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー

～ボランティア保険受付から始まる、新しいつながり～

　柏木特別出張所の中にある淀橋コーナーでは、さまざまな生活上
の困りごとの相談が多くあります。
　電球交換や室内の掃除、趣味活動の支援などの相談には、ちょこっ
と・暮らしのサポート事業として活動可能なボランティアをご紹介
しています。
　また、地域の中で見守りや声かけが必要な方には、地域の見守り
協力員をご紹介するなど支援を行っています。
　このように、困りごとの内容によっては、特別出張所や高齢者総
合相談センターなど関係機関とも連携
し、素早い対応ができるよう心がけて
います。
　地域の皆さまの身近な相談窓口とし
て、ぜひご利用ください。
　同じ建物にある柏木地域センターや
北新宿地域交流館にお越しのときに
は、お気軽にお立ち寄りください。

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー

～身近な困りごとの相談窓口です～

　大久保コーナーは、大久保特別出張所の中にあり、近くに病院が
多いため、車椅子の貸出や問い合わせをされる方が多く来所されま
す。
　車椅子貸出の際には、車椅子が必要となった状況をうかがい、最
長で 4か月間貸出ししています。
　車椅子は、社協を会員として支えていただいている方々からの会
費や寄附金等により購入、整備をしています。地域の皆さまに無料
で貸出ができることをお伝えし、新たに社協会員として会費会員の
申し出をいただくこともあり、社協
職員一同、大変感謝しています。
　車椅子の利用希望で来所された方
から、福祉サービス利用についての
ご相談などにつながることもあり、相
談内容に応じて、区役所の相談窓口
をご紹介しています。

大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー

～車椅子貸出から福祉の相談へつながることも～
　若松町コーナーは、若松町特別出張所の待合スペースに、４年前
に開所しました。
　今までボランティアと縁の無かった方でも、特別出張所に来られ
た際に、活動を知っていただける機会になっています。窓口には「ボ
ランティア活動をしたい！」活動希望者と、「ボランティアさんの力
を借りたい。」というご相談を多数いただいています。
　施設での一芸披露など趣味や特技を生かした活動や、高齢者宅の
電球交換や荷物の移動等、男性にも活躍していただきたいボランティ
アもあります。
　それぞれの皆さまのご希望の内容に
あった活動をご紹介し、楽しみながら
ボランティアが続けられるように支援
しています。
　ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

若松町ボランティア・地域活動サポートコーナー

～ボランティア・市民活動を始める方に～

「 ボ ラン ティア・地 域 活 動  サ ポ ートコ ー ナ ー 」 全てのコーナーで、
以下の業務に対応しています。

共同募金の配分金などによって支えられています。
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会 　 長
北中　　誠 学識経験者

副 会 長
貫名　通生

民生委員・児童委員
鱒沢　信子
大浦　正夫 町会連合会
守谷　幸夫 保護司会

理 　 事
志村　泰子

民生委員・児童委員

船木　充実
竹内　武德
多田　敦子
青山　章子
國谷　寛司
佐藤　光子
桑島　裕武 町会連合会
喜多　崇介 産業団体
都留　和光 社会福祉施設
山口　幸子 福祉団体
山岸美佐子 学識経験者

常務理事
伊藤　陽子 社会福祉協議会

監 　 事
伊藤　嘉基 学識経験者
井野　善明 民生委員・児童委員
原田　英明 町会連合会

名誉会長
吉住　健一 新宿区長

評 議 員
吉川ゆり子

民生委員・児童委員太田　幸一
福室　悦子
松川　英夫

町会連合会松永　　健
谷頭　美子
佐藤　雅子 保護司会
木もとひろゆき

区議会議員
小野裕次郎
赤羽つや子
（選任手続中）
（選任手続中）
井上美那子 高齢者福祉団体
矢沢　正春 障害者福祉団体
熊谷　真弓 女性支援団体
小原　聖子 子育て支援団体
吉鶴　志郎 青少年団体
（選任手続中） 産業団体
落合　幸造 司法書士
長谷川洋昭 社会福祉士
田村　　寛 社会福祉施設
星野　　洋 医師会
青木　清志 学識経験者
成富　正信 学識経験者

（敬称略）
　平成 28年度は、地域の様々な活動主体との連携強化により、高い専門性
とコーディネート力を発揮することを基本に事業を展開しました。ここでは
主な事業の一部をご紹介します。

こもった ご 寄 附
ありがとうござ

いました !心の
月区分 寄附者名 住所 寄附金額

４
月

四谷布遊の会 新宿区荒木町 30,000

霞岳町リサイクル委員会 新 宿 区 100,000

熊谷　惠美子 新宿区高田馬場 3,000

野澤　茂 新宿区余丁町 5,000

諏訪中クラブ 新 宿 区 6,889

新婦人四谷班 新宿区大京町 3,000

５
月

東京土建一般労働組合　
新宿支部 新宿区北新宿 200,000

若松ゆびあそびクラブ 新宿区若松町 2,840

月区分 寄附者名 住所 寄附金額

５
月

中村　キサ 新宿区新宿 2,000

公益財団法人　
新宿未来創造財団 新宿区大久保 9,615

西戸山タワーホウムズ自治会 新宿区百人町 21,800

岡野　元昭 新宿区中落合 3,000

デジック有限会社 新宿区新宿 100,000

株式会社	日本財託 新宿区西新宿 5,000,000

匿名（5件） 43,000

合　　　計 5,530,144

月区分 寄附者名 住所 寄附物品

４
月

株式会社　赤ちゃんとママ社 新宿区本塩町 冊子	赤ちゃんとママ増刊「お誕生号」　1,000冊

野澤　茂 新宿区余丁町 未使用切手、はがき多数

５
月

株式会社　丸巧　 新宿区高田馬場 お米
新宿区立信濃町シニア活動館
利用者のみなさん 新宿区信濃町 タオル多数

落合手作りの会 新宿区下落合 車椅子 1台
　他にもおむつ類やタオルなどをご寄附いただき、地域の方々に活用していただいております。また、
おむつ類、タオルや未使用の物品などがありましたら、新宿社協高田馬場事務所までご相談ください。

寄 附 物 品 寄附者芳名（平成29年5月31日までの受付分）【敬称略】

（単位 : 円） （単位 : 円）寄 附 金【敬称略】

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内
中学３年生、高校３年生等※の受験生がいる世帯を対象に、塾代や受験料の貸
付を無利子で行っています。
　なお、高校、大学等に入学した場合、返済が免除されます。
また、貸付には、所得制限や連帯保証人（困難な場合は連帯借受人）等の条件があり
ます。詳しくはお問い合わせください。

200,000 円上限

貸付金の種類

中学 3 年生等　受験 4 回（校）まで 27,400 円上限
高校 3 年生等　受験校と学部合計で 80,000 円上限

塾受講料、受験対策講座、通信講座
の受講料など

●学習塾等の受講料貸付金 ●受験料貸付金

平成28年度事業報告及び決算について新 宿 社 協 新 役 員 を 紹 介 し ま す

　より詳細な平成 28年度の事業報告及び決算報告書（計算書類等）については、
新宿社協ホームページに掲載しています。（H29.6.7〜H31年度定時評議会終結の時まで）（H29.4.1〜H33年度定時評議会終結の時まで）

平成28年度資金収支決算集計表 （単位：円）

事　　業 拠点区分 予算現額 決 算 額 差　　異

社会福祉事業

地域福祉推進事業 494,300,000	 442,552,633	 51,747,367	
応急小口資金貸付事業 18,872,000	 18,551,964	 320,036	
共同募金運動事業 6,458,000	 5,108,749	 1,349,251	

小　　計 519,630,000	 466,213,346	 53,416,654	
収益事業 収益事業 301,000	 313,650	 △ 12,650

合　　計 519,931,000	 466,526,996	 53,404,004	

（生活支援体制整備事業）
　新宿区から受託した新規事業です。生活支援コーディネーターを配置し、住民主体のサー
ビスの創出、生活を支援する担い手の養成を行うなど、地域全体で高齢者を支えるための仕
組みづくりをすすめています。

（災害対策）
　「災害ボランティア養成講座」及び「災害ボランティアセンター運営模擬訓練（上級編）」
の開催に加え、区の協働事業制度によりボランティアが運営主体となる「しんじゅく防災フェ
スタ 2016」への協力を行いました。

（福祉教育）
　東京オリンピック・パラリンピックに向け、車椅子バスケットボール等の障害者スポーツ
や高齢者疑似体験等の福祉教育への支援に力を入れて取り組みました。（延べ参加者数2,607
人、前年度比 972人増）

受験生チャレンジ支援貸付事業　TEL:03-5292-3250

中学・高校
3年生対象※

※中学 3年又は高校 3年に在籍しないで進学を目指す、年度初めに 20歳未満の方
　（高校・大学等中途退学者、高卒認定試験合格者、定時制 4年生、浪人生等）も対象です。

高校・大学に

入学した場合
返済が免除

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-17-20　

１
Ｆ

【開所時間】月〜土曜日
午前 10時〜午後 9時

視覚障害者交流コーナー TEL 03-6233-9555
聴覚障害者交流コーナー TEL 03-6457-6100

東分室 〒160-0008	新宿区三栄町 25番地　TEL:03-3359-0051・FAX:03-3359-0012

２
Ｆ

【開所時間】月〜金曜日	
午前 8時 30分〜午後 5時

法人経営課 TEL 03-5273-2941
貸付事業担当 TEL 03-5273-3541
受験生チャレンジ支援貸付事業担当 TEL 03-5292-3250
地域活動支援課（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 TEL 03-5273-3545
新宿区成年後見センター TEL 03-5273-4522
地域福祉権利擁護事業担当 TEL 03-5273-4523

※地域活動支援課 : 月〜土曜日（祝日除く）　午前 8時 30分〜午後 5時（火曜日は午後 7時まで）

新宿区社会福祉協議会
高田馬場事務所

ご案内

★新宿社協では視覚障害のある方のために、本誌の『CD』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。

次回けやき 156 号は 9 月 20 日の発行です。

TEL:03-5273-2941　FAX:03-5273-3082

【開所時間】月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時　※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く


