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地区情報紙

毎月１５日発行

新宿ＣＳＲ（※）ネットワークは、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で構成され、新宿区の特色を活かし

た様々な活動に取り組んでいます。

新宿区社会福祉協議会は、当ネットワークの事務局を担い、企業と

地域のつながりを支援しています。

主な取り組み

●定例会の開催

毎月地区情報紙を東・中央・西の圏域ごとに発行し、身近な地域情報をお届けします。今月は
中央圏域の情報紙「ばとん」です。しずくと合わせてご活用ください。

新宿ＣＳＲネットワーク
取り組みのご紹介

【日時】8月9日（木）17時～

【場所】京王プラザホテル前

打ち水大作戦の様子

ボランティアの参加も歓迎です！

打ち水を行う事で、新宿の気温を下げ、地球温暖

化防止活動の大切さを感じるイベントです。新宿

CSRネットワーク加盟企業と地域が協力し、2006

年から実施しています。お気軽にご参加ください。

定例会

しんじゅく防災フェスタ（2017年9月3日）

への協力 廃材によるコマ作りのブースを出展

新宿区

年末クリーン

大作戦

第１５回 「ボランティア・プラザ」

京王プラザホテルのチャリティイベントです。

毎年人気のチャリティランチやホテルショッ

プ協賛のバザーに加え、献血活動、手話歌コ

ンサート、昨年好評の「ユニバーサルサポー

ト体験」を今年も実施します。入場無料です。

企業間の情報交換や研修の場として、定
期的（年4回）に開催しています。

「打ち水大作戦」を実施するほか、区
内の清掃活動や行事に協力しています。

企業とＮＰＯ団体等との交流会への協
力や、講演会を開催します。

※ＣＳＲ：「企業の社会的責任」の英略語

●地域イベントの実施・協力

●勉強会等の実施

加盟企業

※50音順 （2018年５月末現在）

アルタヴィア・ジャパン㈱
SMBCコンシューマーファイナンス㈱
㈱アクトコール
㈱アスコット
㈱インサイト
㈱エデルタ
㈱木下工務店
㈱京王プラザホテル
㈱大気社
㈱D&I
㈱フォーサムアクティブ
㈱ポプラ社
カルビー㈱
カンロ㈱
KNT－CTホールディングス㈱
西京信用金庫
サノフィ㈱
JBサービス㈱
ソフトバンク・テクノロジー㈱
損害保険ジャパン日本興亜㈱
大成建設㈱
ＤＩＡＭ ＪＡＰＡＮ㈱
デミオジャパン㈱
東日本電信電話㈱
富士ゼロックス首都圏㈱
富士通特機システム㈱



今月のオススメ
（No.７～８）

今年の4月に開設した新しいグループホー

ムです。楽しくボランティア活動ができる居心地

のよい施設です。話し相手、将棋の相手をしてい

ただける方を募集しています。

日時：月～土曜日（時間応相談）

場所：あんじゅうむ大久保（大久保1 ）

交通： JR「新大久保」徒歩5分

ボランテ ィア
募 集 情 報

この他にもホームページに募集情報が掲載されていますのでご覧ください。
活動の詳細については、新宿区社会福祉協議会高田馬場事務所、東分室、
各ボランティア・地域活動サポートコーナー（裏表紙参照）までお問合せください。

障害のある人や発達の気になる子どもの

グループ活動で、作品制作の補助や工作・絵画を

指導していただける方を募集します。一人一人の

個性を大切に、自由な表現を楽しむ活動です。

日時：第4土曜日10時～13時

場所：お絵かきくらぶ あいじえん（戸山１ ）

※新宿区立障害者福祉センター１階

交通：都営大江戸線「若松河田」徒歩8分、東西線

「早稲田」徒歩10分

障害
関係

病院内の「健康情報ひろば」で、配架物

の整理や、来院者が医療・健康に関する情報検索

をお手伝いいただけるボランティアを募集してい

ます。資格等は不問です。

日時：月～金曜日8時45分～15時15分（応相談）

場所：慶応義塾大学病院（信濃町）

交通：JR「信濃町」徒歩1分、都営大江戸線「国

立競技場」徒歩8分

その他

高齢
関係

納涼祭のゲームコーナーのお手伝いをし

てくださる方を募集中です。明るいデイサービス

で、高齢者の方々と楽しく交流しませんか？

日時：7月18日（水）、19日（木）、20日（金）

13時～15時※1日のみの参加も可能です。

場所：中落合高齢者在宅サービスセンター（中落合1）

交通：西武新宿線「下落合」「中井」徒歩8分

高齢
関係

１．書籍の整理等

３．作品づくりの補助・指導等

８．話し相手、将棋の相手等

５．納涼祭の補助７月の新着情報
（No.1～６）

高齢
関係

７．合唱、演奏の披露

グループホーム又はデイサービスで、食

事の配膳・下膳のお手伝いや、利用者の方と楽し

くお話をしてくださる方を募集しています。

日時：日時応相談

場所：社会福祉法人サンぬくみ くるみ（高田馬場１）

交通： JR「高田馬場」徒歩７分

高齢
関係

４．配膳の補助、話し相手等

家庭に事情を抱える、小・中学生のため

の食事つき個別指導型無料塾です。参加者が食事

をした後の、調理器具や会場の片づけ等を補助い

ただけるボランティアを募集しています。

日時：木曜日21時～22時

場所：ステップアップ塾（北山伏町）

※NPO法人「ゆったりーの」内

交通：都営大江戸線「牛込柳町」徒歩8分

児童
関係

２．片付け、運営補助等

継

継

継

継

継

継

単

レクリエーションの時間に行う体操の指

導をしていただける方を募集しています。入居者

の方に元気に過ごしてもらうためのお手伝いをお

願いします。

日時：応相談（月１回～）

場所：サニーライフ東京新宿（北新宿3）

※有料老人ホーム

交通： JR「大久保」徒歩10分

高齢
関係

６．体操の指導 継

合唱や楽器演奏等を披露してくださる方、

ボランティアグループを募集中です。合唱は、利

用者の居室内で歌っていただけるような、少人数

のグループも大歓迎です。

日時：月～金曜日（時間応相談）

場所：有料老人ホームグランダ神楽坂（水道町）

交通：東西線「神楽坂」徒歩5分、有楽町線「江戸

川橋」徒歩6分



児童関係

内容：絵本の読み聞かせ

日時：日曜日15時～15時30分

場所：中央図書館読み聞かせ会（大久保3）

交通：副都心線「西早稲田」徒歩3分

その他、個人宅・サロンの活動等

高齢関係

内容：話し相手、体操の補助、一芸披露（演奏、

踊り等）

日時：月～土曜日（時間応相談）

場所：デイホームゆりの木（西落合4）

交通：都営大江戸線「落合南長崎」徒歩12分

内容：子どもの遊び相手

日時：応相談

場所：上落合児童館（上落合2）

交通：東西線「落合」徒歩3分

内容：配膳の補助、書道・編み物等の指導

日時：月～土曜日（時間応相談）

場所：デイサービスふぁみりぃ（高田馬場４）

交通：JR「高田馬場」徒歩10分

内容：レクリエーションの指導（絵手紙、書道、

折り紙、手工芸等）

日時：応相談

場所：デイサービス オンリーワン（北新宿4）

交通：JR「東中野」徒歩5分

内容：「水遊び」の補助

日時：7月22日（日）～8月26日（日）各日曜日

10時～12時 ※不定期で平日実施も有り

場所：地域子育て支援センター二葉（南元町）

交通：JR「信濃町」徒歩7分

内容：模擬店やゲームコーナーの補助等

日時：7月29日（日）16時～19時（時間応相談）

場所：特別養護老人ホームもみの樹園（上落合１）

交通：西武新宿線「下落合」徒歩1分

内容：散歩・清掃の補助、レクリエーションの補

助（書道、歌、絵画等）

日時： 応相談

場所：シャロームみなみ風（弁天町）

交通：東西線「早稲田」徒歩7分

内容：一芸披露（演奏、歌、踊り等）

日時：第3水曜日14時30分～（30分程度）

場所：つのはず友遊カフェ

※西新宿シニア活動館内（西新宿５）

交通：都営大江戸線「西新宿5丁目」徒歩5分

内容：外出イベントの補助（付添い、見守り等）

日時：月1回程度 9時30分～16時頃（応相談）

場所：新宿区立新宿福祉作業所（戸山１）

交通：都営大江戸線「若松河田」徒歩8分、東西線

「早稲田」徒歩10分

内容：草花の手入れ

日時：応相談

場所：個人宅（神楽坂）

交通：ＪＲ・東西線「飯田橋」徒歩5分

１１．話し相手、一芸披露等

１５．遊び相手

１４．読み聞かせ

９．レクリエーションの指導等

１２．レクリエーションの指導

１３．イベントの補助

１０．納涼祭の補助

１６．散歩・レクリエーション等の補助

２０．一芸披露

１８．レクリエーションの指導

１７．イベントの補助

１９．個人宅での草花の手入れ

内容：レクリエーションの指導（手編み、茶道、

社交ダンス）

日時：応相談

場所：東京視覚障害者生活支援センター（河田町）

交通：都営大江戸線「若松河田」徒歩1分

継

単

継

継

継

継

単

単

継

継

継

障害関係

継単：当日のみ等単発の活動 ：継続的な活動

引き続き募集中のボランティア
（Ｎｏ．９～２０）

継

単継



TEL03-3359-0051 FAX03-3359-0012
〒160-0008  新宿区三栄町25

開所日時：月～金曜日 8時30分～17時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

TEL03-5273-9191 FAX03-5273-3082 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：月～土曜日（日・祝日は除く） 8時30分～17時 ※毎週火曜日 ボランティア・市民活動相談 19時まで
■新宿区ファミリー・サポート・センター TEL03-5273-3545
■視覚障害者交流コーナー TEL＆FAX03-6233-9555  ■聴覚障害者交流コーナー TEL＆FAX03-6457-6100

落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX03-5996-9363

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX03-3359-9363

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.FAX03-6380-2204

東地区

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

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.FAX03-3363-3723

大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX03-3209-8851

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX03-3260-9001

ボランティア・
地 域 活 動
サ ポ ー ト
コ ー ナ ー

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。情報掲示板

新宿ボランティア・市民活動情報紙「しずく」及び「地区情報紙」は、古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。

月～金曜日
（土・日・祝日除く）
10時～17時（12時
～13時を除く）

※毎週木曜日 ボランティア・ 市民活動相談 17時まで

市民の方が環境問題への理解と認識を深め、具体的な

行動につなげていくことを目的に「市民のための環境公

開講座」を毎年開催しています。毎回環境をテーマに

様々な分野の講師をお招きする同講座を、今年も次の日

程で開催します。ご参加をお待ちしています。

市民のための環境公開講座２０１８ 損保ジャパン日本興亜

【パート1】生きものの変化と気候変動を知る
・7月24日 （火）暑くなる地球と生き物の暮らし
・7月31日 （火）小さいヤマネの不思議探検から森と人

との在り方を視る
・8月7日 （火）生き物が直面する環境変化
【パート2】消費とごみの問題から環境を考える
・9月11日 （火）食品ロスはなぜ生まれるのか
・9月18日 （火）羽毛のリサイクルを通じた新価値創造
・9月25日 （火）石貨の島から見える日本と世界のゴミ問題

【パート３】わたしたちの暮らしをシフトする
・11月6日 （火）SDGsについて「知る」ことで、

新しい暮らしをデザインする
・11月20日（火）持続可能な社会の実現
・12月4日 （火）市民工房＝ファブラボから始める解決

モデル

講座内容・講師の詳細等は以下URLをご覧ください。
https://www.sjnkef.org/kouza/kouza2018/

【時間】18時30分～20時15分（１８時受付開始）
【会場】損保ジャパン日本興亜本社ビル ２階

（新宿区西新宿１-２６-1）

【受講料】年間パスポート全9回：2,000円
各パート（3回分）：1,000円

【問合せ・申込み】市民のための環境公開講座事務局
TEL03-3349-9598

【日時】8月25日（土）～平成31年3月16日(土）

全15回（土曜日） 各13時30分～15時30分

【会場】新宿区社会福祉協議会（高田馬場1-17-20）

【対象】区内在住・在勤・在学の方(16歳以上）

※18歳未満の場合は、保護者の同意が必要です。

【定員】20名【受講料】3,000円（別途テキスト代1,500円）

【申込方法・締切】8月2日（木）までにTEL・FAX・

郵送にてお申込みください。（郵送の場合は必着）

※記入事項：①氏名②住所③TEL（FAX）④手話経験

の有無⑤在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地

【申込み・問合せ】新宿区社会福祉協議会

聴覚障害者交流コーナーTEL・FAX03-6457-6100

聞こえない人と関わりながら手話の基礎を学びます。

入門手話教室

【日程】

①8月2日（木） ②8月8日（水） ③8月21日（火）
④8月30日（木） ⑤9月4日（火）
【時間】①②10時～11時30分

③④⑤10時～11時30分、13時～14時30分

【講師】ＫＵＭＯＮ学習療法センター講師

【会場】フコクしんらい生命保険㈱ 会議室
（西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー32階）

【対象】65歳以上の方 【参加費】無料

【問合せ】フコクしんらい生命保険（株） 福田・宮内

TEL03-5348-6527（受付時間：平日9時～17時）

東北大学・川島隆太教授（医学博士）の研究を活かし
てKUMONが開発した教材を使用し、頭の体操や物忘れ
予防等イキイキ生活する秘訣を紹介します。いつまでも
若々しく元気で過ごしたい方ご参加ください。

「脳の健康教室」体験・説明会


