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施設訪問中の市民後見人

　このたび、令和元年 6月 26日に開催されました理事会にお
いて、社会福祉法人新宿区社会福祉協議会会長に就任いたしま
した。はなはだ微力ではございますが、地域福祉の充実と発展
のため誠心誠意努めてまいる所存です。
　新宿という街は、非常に多様性に富んだ街であります。私も
長年新宿で働いてまいりましたが、さまざまな可能性を秘めた、
魅力的な街であると常より感じてまいりました。
　そのような新宿の街において、新宿区社会福祉協議会は地域

の皆さまのご理解、ご協力のもと、共に暮らしやすい街づくり
を目指し、地域における助けあい活動を推進してまいりました。
今年度からは第4次経営計画がスタートし、これまでの取り組
みをさらに広げ、基本理念でもある「だれもが安心して暮らせ
る新宿型福祉コミュニティ」の実現に、役員・職員一丸となり、
精一杯の努力を重ねてまいりたいと存じます。
　今後とも引き続き皆さま方のご理解とご協力、ご支援を賜り
ますよう切にお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

　ご本人からお話しを聞き、施設職
員とも相談した上で必要なサービス
の契約やお金の管理を行っています。
ご本人が目を合わせて話してくれる	
ことが嬉しいです。市民後見活動は、
多くの学びがあり、自分のため
にもなる活動です。

日　程 	 10月2日（水）、9日（水）、18日（金）、30日（水）、11月6日（水）、15日（金）
	 全 6回　各日午後 1時〜（4時間程度）

会　場 	 新宿社協　地下 1階会議室A（新宿区高田馬場 1-17-20）
【内　容】	 成年後見制度のしくみや知識、市民後見人としての心構え、各種制度など
【対　象】	 次のすべてに該当する方
	 ◦区内在住、在学、在勤又は新宿区において高齢者・障害者など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、市民後見人として活動することに熱意のある方
	 ◦市民後見人としての活動が可能な見込みがある方（概ね 65歳以下の方）

日　程 	 8 月 7日（水）	午後 2時〜 3時
	 （申込み締切：8月 5日（月））
会　場 	 新宿社協　地下 1階会議室A

参加費
無料

申込み方法
　電話、FAX、ハガキ、窓口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番号（お
持ちの方）をご記入ください。
＊ご都合が合わない方は、事前にご相談ください。

市民後見人になるための養成基礎講習 概要 

説明会へご参加ください！

あ な た の
チ カ ラ 、

地 域 で活 か し
ま せ ん か ？

成年後見制度とは
　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。本人の意思を尊重し、心身の状態
や生活状況に配慮しながら、法律面や生活面でそ
の方らしい生活をお手伝いします。

市民後見人とは
　身近な同じ市民としての支えあいの観
点から成年後見活動を行う成年後見人等
のことをいいます。新宿区社会福祉協議
会（以下、新宿社協）が市民後見人の活
動をサポートします。

受講を
希望する方は

必須

市民後見人になるための
養成基礎講習 開催！

市民
後見人の 声

※講習の運営は新宿区の委託を受け、新宿社協が実施します。受講申請書類は右記説明会
で配布します。なお、受講者決定にあたっては書類選考があります。

2019（令和元）年
7月 20日発刊

No.167
新宿社協だより［K E Y A K I ］　 	 7 月 20 日号もくじ

・ふれあい・いきいきサロン
・地域活動者実践講座

・平成 30 年度事業報告及び決算
・会議報告
・新宿社協第30期役員名簿／新評議員

・ いつでも体験ボランティア　2019 年‘夏’
・車椅子・地域行事用機材の貸出
・新宿 CSR ネットワーク

・新宿区成年後見センターからのお知らせ
・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

問合せ・申込み先 新宿区福祉部 地域福祉課
（新宿区役所本庁舎2階　新宿区歌舞伎町1-4-1）　 TEL：03-5273-3517　　FAX：03-3209-9948

社会福祉法人　新宿区社会福祉協議会

会長　大
おお

須
す

賀
が

　賴
より

彦
ひこ

会長就任ごあいさつ



32 SHINJUKU social welfare conferenceSHINJUKU social welfare conference

日時 内容 会場

第 1回 9月 13日（金）
午後 1時 30分〜 4時

開講式
「新宿区の現状を知る」

新宿社協
地下 1階会議室

第 2回
9月 20日（金）
午後 1時 30分〜 4時

「居場所の意義について」
≪講師≫
日本社会事業大学社会福祉学部
福祉計画学科　講師　倉持	香苗氏

第 3回 9月 27日（金）
午後 1時 30分〜 4時

「場づくり実践者の話を聞こう !」

第 4回 9月末〜 10月中旬 居場所活動の見学 各活動先

第 5回
10月 17日（木）
午後 1時 30分〜 4時
（3時30分までは公開講座）

「コミュニケーション講座」
〜相手と上手にかかわるために〜
≪公開講座※下記参照≫
「見学の振り返り」

戸塚地域センター
7階多目的ホール

第 6回 10月 25日（金）
午後 1時 30分〜 4時

「わたしの居場所づくり発表会」
閉講式

新宿社協
地下 1階会議室

	

日時 内容 講師 会場
10月 17日（木）
午後 1時 30分〜
3時 30分

「コミュニケーション講座」
〜相手と上手にかかわるために〜

東京女子医科大学看護学部
人文社会科学系
准教授　諏訪	茂樹氏

戸塚地域センター
7階多目的ホール

　ふれあい・いきいきサロンは、地域住民が運営する地域の居場所です。おしゃべりや体操などを楽しみながら、参加者同士が交流を
深めることで、住み慣れた地域の中でつながり、支えあい、安心して楽しく暮らしていけることを目指しています。
　今号では、新しく活動を開始した 2つのサロンをご紹介します。こちらのサロンを運営している方々は、
平成 30年度「地域コーディネーター講座・まちの居場所づくりをはじめよう！」に参加し、居場所づくり
に関する知識を深めたことにより、サロンの立ち上げに至りました。なお、右下の「グランパの会」は、新
宿区に唯一の男性限定サロンです。
　「地域の居場所づくり」の講座は、今年度も開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。
　下記、「地域活動者実践講座」受講者の募集をご覧ください。

「ふれあい・いきいきサロン」

　今年 4月、北新宿 4丁目の神田川沿いに「神田川ふれあいサロン」
がオープンしました。同サロンは、運営者である地域の方々が、誰でも
気軽に集まり、多世代交流ができる場所を作りたいとの思いで始まりま
した。昨年 6月より、運営者みんなで話し合いを重ね、2月と 3月には、
実際に近隣の方を招いてお試しでサロンを開催、少しずつ自分たちの目
指す形に近づけてきたそうです。このサロンでは、毎月 20名程の参加
者が脳トレゲームや体操、唱歌のほか、お茶をしながらおしゃべりを楽
しんでいます。今後も、より多く
の方々が参加できるようにとの思
いで開催を続けています。
　参加費 200 円、毎月第 2 火曜
日午後 1時 30 分より北新宿の集
合住宅集会室で開催しています。

昨年度講座実施時の様子

【対　象】区内在住・在勤・在学または区内でボ
ランティア活動したい方で、居場所づ
くりに興味関心がある方（または区内
で居場所づくりの活動をしたい方）

【申込み】（1）または（2）の参加希望は、下記
までお申込みください。

	 応募者多数の場合は、抽選
とし、結果は落選された場
合のみお知らせします。

【申込み締切】8 月 23日（金）

　地域の方々が気軽に集える「居場所づくり」に興味・関心がある方におすすめの講座
です。実際の活動を見学しながら、居場所の意義や運営について学びを深め、居場所の
立ち上げを目指します。
　また、本講座の第 5回は公開講座として実施します。ぜひ、ご参加ください。

新しくスタートしたサロンをご紹介します！

地 域 の 居 場 所

受 講 者 募 集

（2）公開講座

（1）まちの居場所づくりをはじめよう

参加費
無料

　グランパの会は区内初の男性専用サロンとして、昨年 6月に正式オー
プンし、ちょうど 1年を迎えました。既存のサロンは女性の参加者が
多く、男性は参加しづらいとの声をきき、男性が気軽に参加できる居場
所作りができればとの運営メンバーの思いにより始まったサロンで戸塚
地区以外からの参加者もいらっしゃいます。
　この1年で参加者は徐々に増えており、お茶を飲みながらなごやかな
雰囲気で参加者の得意分野の話を聞き、そこから派生した話題で毎回盛
り上がっています。今後は企画内
容についても参加者同士で希望を
出し合い、検討していく予定です。
　参加費 100 円、毎月第 4 木曜
日午後 1時 30 分より高田馬場の
高齢者施設1階で開催しています。

神田川ふれあいサロン（柏木地区） グランパの会（戸塚地区）

地域活動者実践講座
2019年度まちの

居場所づくりをはじめよう

地域活動者実践講座 （全6回） 定 員
20名

定 員
80名

新宿社協の取り組みや活動は、皆さんからの会費や寄附、

問合せ・申込み先

地域活動支援課
TEL：03-5273-9191　FAX：03-5273-3082



参加
者の感想

【体験学習用】
高齢者疑似体験セット、
体験用車椅子（自走式・スポーツ競技用）

ギラギラな夏に、キラキラな体験を！
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◦対象団体：区内の施設・学校など、区内で活動
している団体

◦対象行事：ボランティアや地域福祉の推進を目
的とした活動及び体験学習。

	 ※営利目的、政治・宗教活動は対象外です。

【行事用】
綿菓子機、輪投げセット、
もちつきセット、鉄板焼機など

視覚・聴覚障害者
　　　　　支援事業

組織運営事業 個別生活
支援事業

地域活動
支援事業

ファミリーサポート事業
地域見守り協力員事業

地域ささえあい活動助成事業
生活支援体制整備事業

その他

成年後見・地権
　　　　　　 推進事業

低所得者世帯等
　　　　　 支援事業

当期末支払資金残高

・人件費
・広報・広聴
・地域団体との連携 など

62％

3％

17％

18％

　今年の夏も体験ボランティアを募集します！　
　新宿社協では、ボランティア活動がより身近なものになるように、
年間を通して「いつでも体験ボランティア」を行っています。
　特に 7月から 9月の夏休み期間は、子どもや学生、親子でも参加
しやすい活動メニューを用意しています！体
験メニューはホームページに掲載しますので、
興味のあるボランティア活動から始めてみま
せんか？活動先の見学もできますので、お気
軽にお問合せください。

　新宿社協では、車椅子及び地域行事用機材を無料で貸出しています。
この貸出事業は、会費や寄附、共同募金で成り立っています。

　紹介してもらったサロンはすごく良い所で、職員の
方々、スタッフの方々もとてもすてきな方たちでした。
この環境でボランティアに参加できたことをとても嬉し
く思います。（Kさん・女性・高校生）

　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で構成し、企業の特色を活かした活動を行っ
ています。
　3か月毎の定例会は、企業間の情報交換や研修の場となっています。
定例会の進行は加盟企業が当番で行い、毎回、各企業が取り組んだ社会
貢献活動の実践報告や紹介もしています。また、ネットワークとして取
り組むイベント参加や勉強会の企画も検討しています。
　定例会は、企業見学を兼ねて加盟企業の会
議室をお借りして行うこともあり、その企業
の雰囲気や取り組み、社会貢献活動を間近に
見聞きする機会となっています。
　また、ネットワークのメーリングリストを
活用し、参加企業同士で地域活動などの情報
発信や共有を行っています。

※「平成 30 年度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。

役職 氏名 選出分野
会 長 大須賀　賴彦 学識経験者

副 会 長

貫名　通生
民生委員・児童委員協議会

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・児童委員協議会

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
髙野　吉太郎 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 吉村　晴美 社会福祉協議会	

監 事
井野　善明 民生委員・児童委員協議会
福本　弘 町会連合会
佐久間　清光 学識経験者

名 誉 会 長 吉住　健一 新宿区長
（令和元年 6月 26日〜令和 3年度定時評議員会終結の時まで）

■ 新宿社協 第30期 役員名簿

役職 氏名 選出分野

評 議 員

井下田　栄一
区議会議員

池田　だいすけ
村中　知恵 社会福祉士
岡本　勝巳 社会福祉施設

（令和元年 6月 5日〜令和 3年度定時評議員会終結の時まで）

■ 新任評議員

平成30年度事業報告及び決算
　平成 30 年度は、第３次経営計画の最終
年度にあたり、引き続き、基本理念「だれ
もが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニ
ティ」の実現を目指し事業を展開しました。

平成30年度資金収支決算集計表   			（単位：円）
事業 拠点区分 決算額

社会福祉事業

地域福祉推進事業 489,027,281

応急小口資金貸付事業 19,613,988

共同募金運動事業 5,069,967

収益事業	 収益事業 468,687

合　　　計 514,179,923

●報告事項
「基金の運用状況報告について」　他2件
●決議事項
「平成 30年度事業報告及び決算報告の
承認について」他 4件

会  議  報  告
令和元年度第 1 回理事会（5/31）

●報告事項
「基金の運用状況報告について」　他1件
●決議事項
「平成 30年度事業報告及び決算報告の
承認について」他 1件

令和元年度第1回評議員会（6/26）

●決議事項
「会長、副会長及び常務理事の選定につ
いて」

令和元年度第 2 回理事会（6/26）

テント・鉄板焼機

病気やケガなどにより一時的に歩行困難な方へ車椅子を貸出ししています。

地域福祉推進事業
内 　訳

企業の社会貢献活動『新宿ＣＳＲネットワーク』を紹介します

子育てサロンでの活動の様子

◦貸出期間：短期（2週間以内）、長期（４か月以内）

◦貸出機材一例

地域行事用機材・体験学習用機材の貸出２

１ 車椅子の貸出

いつでも体験ボランティア 2019 年 ‘ 夏 ’

※貸出場所などの詳細は、直接お問合せください。

KNT-CTホールディングス株式会社

　KNT-CTホールディングス株式会社は、『近畿日本ツーリスト』と『ク
ラブツーリズム』を傘下にもつ総合旅行会社です。
　当社グループは、企業が社会の重要な一機関であるという理念のもと、
平和で持続可能な社会をめざした「地域社会への貢献」、観光資源の保全
を含む「環境保全への貢献」、いくつになっても身体に障がいがあっても
旅に出て豊かな人生を過ごしたいというニーズを満たす「ノーマライゼー
ション社会への貢献」を推進しております。
　被災地への義援金寄付やボランティ
ア活動等による復興支援、自然への感謝
と理解を深め環境と観光の調和に努める
活動などさまざまに行っております。
　新宿CSR ネットワークでは、加盟企
業様と情報共有をさせていただいたり、
地域に密着した活動に参加させていた
だいています。今年度4月に開催した定例会の様子

次回は7月に区内の福祉施設で開催予定

5：ゴ	3：ミ	0：ゼロ	大作戦の様子

共同募金の配分金などによって支えられています。

車椅子・地域行事用機材の貸出
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電話・FAX・Eメール・ハガキ・窓口のいずれか。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区内在住・在勤・在学の方、区内在住者の親族、
被後見人等が区内在住の後見人等、区内在住者を担当する福祉・医療関係者の別、③電話番号（もしくは FAX番号）、④講座・説明会をお知りになったきっかけ

任意後見講座・任意後見事業説明会 はじめての地域福祉権利擁護事業

（※）中学 3年又は高校 3年に在籍しないで進学を目指す方（高校・大学等中途退学者、
高卒認定試験合格者、定時制高校 4年生、浪人生、編入希望者等）も対象です。  問合せ先 受験生チャレンジ支援貸付事業　TEL：03-5292-3250

医療現場における意思決定支援
そのひとらしく生きることを支える

新宿区成年後見センター講座のお知らせ 参加費
無料！ 要予約

好評につき

第２弾

説 明 会 NEW！

※定員を超えた場合抽選。落選の場合のみお知らせします。申込み方法

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

４

中村　キサ 新宿区新宿 2,000

錦織　惠一郎 新宿区北新宿 37,400

岡野　元昭 新宿区中落合 3,000

四谷布遊の会 新宿区荒木町 30,000

木下　督士
木下　勇作 岡山県瀬戸内市 100,000

森　義弘 板橋区西台 3,000

熊谷　恵美子 新宿区高田馬場 3,000

★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。

〒 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

箪笥町 （新宿区箪笥町 15　箪笥町特別出張所内） TEL・FAX 03-3260-9001

若松町 （新宿区若松町 12-6　若松町特別出張所内） TEL・FAX 03-6380-2204

大久保 （新宿区大久保 2-12-7　大久保特別出張所内） TEL・FAX 03-3209-8851

落合第一 （新宿区下落合 4-6-7　落合第一特別出張所内） TEL・FAX 03-5996-9363

落合第二 （新宿区中落合 4-17-13　落合第二特別出張所内） TEL・FAX 03-6908-1131

柏木 （新宿区北新宿 2-3-7　柏木特別出張所内） TEL・FAX 03-3363-3723

新宿社協ボランティアコーナー
【開所時間】月〜金曜日　午前10時〜午後5時 （正午〜午後1時は休み）

※四谷ボランティア･地域活動サポートコーナーは、4月1日から東分室へ統合しました。

東分室
〒160-0008 新宿区四谷三栄町10-16　TEL:03-3359-0051　FAX:03-3359-0012

【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

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
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
総合相談 TEL 03-5273-3546
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
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

※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）

高田馬場事務所
TEL:03-5273-2941　FAX:03-5273-3082

新宿社協は、2019 年 4 月 1 日より地域活動拠点となる
ボランティアコーナーの配置・名称を変更しました。

月
区分 寄附者名 住　　所 寄附物品

４（新宿CSRネットワーク加盟企業）
株式会社アクトコール 新宿区四谷 胡蝶蘭鉢植え　4鉢

5
株式会社鮎沢商事 新宿区西新宿 白タオル36枚、

フェイスタオル6箱
新宿5ロータリークラブ 新宿区西新宿 車椅子5台

　他にもおむつ類などの寄附物品を地域の方々に活用いただいており
ます。その他ご不用の物品や未開封の食品がありましたら、新宿社協
高田馬場事務所までご相談ください。

（単位 : 円） （単位 : 円）（単位 : 円）【敬称略】

寄 附 物 品 【敬称略】

寄 附 金

寄附者芳名（2019年５月31日までの受付分）

ありがとうございました !

こもった心 の ご 寄 附

次回けやき 168 号は 9 月 20 日の発行です。

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

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

５

認知症対応型デイサービス
より処まんまる庵 新宿区高田馬場 2,000

四谷春まつり実行委員会 新宿区大京町 5,000

東京土建一般労働組
合新宿支部 新宿区北新宿 200,000

東京土建一般労働組合新宿支部様新宿 5ロータリークラブ様 四谷布遊の会様

貸付金の種類受 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、
学習塾の費用や受験料の貸付を無利子で行っています。
　なお、高校、大学、短大、専修学校等に入学した場合、申
請により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
借受人可）	等の条件があります。詳しくはお問合せください。

学 習 塾 等 受 講 料 貸 付 金

受 験 料 貸 付 金
中学 3年生等：受験 4回（校）	まで27,400 円上限
高校 3年生等：受験料合計で80,000 円上限

200,000 円上限
塾受講料、受験対策講座、通信講座の受講料　　

日　程 	 8 月 8日（木）午後 6時〜 8時
会　場 	 新宿社協　地下 1階会議室A
	 （新宿区高田馬場 1-17-20）
【講　師】JCHO	東京新宿メディカルセンター
	 ◦竹田	美樹氏（慢性疾患看護専門看護師）　
	 ◦髙山	裕子氏（がん看護専門看護師）
【内　容】	 本講座では、医療機関で取り組むACP（ア

ドバンス・ケア・プランニング）を中心に、
医療機関での意思決定支援について学び
ます。

	 ＊ ACP とは、医療現場で行われている将
来の意思決定能力の低下に備えた「もし
ものための話し合い」です。

【対　象】	 区内在住・在勤・在学の方、被後見人等が
区内在住の後見人等

【定　員】	 40 名※
【締　切】	 7 月 31日（水）

日　程 	 9 月 4日（水）　 締　切 		8 月 28日（水）
会　場 	 新宿社協	地下1階会議室A（新宿区高田馬場1-17-20）

　物忘れなどの認知症の症状のある方や知
的障害、精神障害などの方を対象に、定期
的な訪問などによる見守りや日常的な金銭
管理のお手伝いをします。
　使ってみたい！まずは話を聞いてみた
い！という方のご参加をお待ちしています。

日　程 	 9 月 12日（木）午後2時〜3時30分
会　場 	 新宿社協	地下 1階会議室A
	 （新宿区高田馬場 1-17-20）
【対　象】　区内在住・在勤・在学の方、区内在住者

の親族、区内在住者を担当する福祉や医
療関係者など

【定　員】　40名※
【締　切】　9月 5日（木）

● 任意後見事業説明会 ●
【時　間】　午後 3時〜 4時
【内　容】	 新宿社協が任意後見人になる事業の内容、利用方法、

利用料金などを担当職員が説明します。
【対　象】　区内在住、区内在住者の親族
【定　員】　40名※

● 任意後見講座 ●
【時　間】	 午後 1時 30分〜 2時 50分
【講　師】	 伊藤	知加子氏（司法書士）
【内　容】	 任意後見制度のしくみ、利用までの流れをわかりや

すく説明します。
【対　象】	 区内在住・在勤・在学の方、区内在住者の親族
【定　員】	 40 名※

新宿区社会福祉協議会 ご案内

「これから」を考えてみませんか？今は元気。将来は…

中学・高校
3年生（※）

対象

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

５
永田　良忠 新宿区若松町 10,000

渡辺　ハツノ 新 宿 区 非掲載

匿名（9名） 58,000


