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地 域 で 私 た ち が 提 供 会 員 と し て
子 育 て の 応 援 を し て い ま す

　ファミリーサポート事業は、地域の中での子育て支援と児童福祉の向上のため、子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助
を行いたい方（提供会員）による相互援助活動です。新宿区社会福祉協議会のファミリー・サポート・センターが仲介しています。

家族も提供会員の
活動を理解し
応援して
くれています

日　時 	 令和 2年 1月 23日（木）・24日（金）・27日（月）・28日（火）
	 午前 9時〜午後 5時　※日によって終了時間が変わります
場　所 	 新宿社協　地下 1階会議室（高田馬場 1-17-20）
対　象 	 区内在住、在学で 18歳以上の心身ともに健康な方で登録

後すぐに活動できる方。男性も募集しています。
※4日間の講習会で受講できない科目は 1年以内の講習会で受講できます

提供会員に登録後は、スキル向上のため、年 2回の研修会や会員の交流会もあります。
活動を通しての悩みについては、アドバイザー（センター職員）が相談にのり、調整を行います。

自分が
子育て中のときは
無我夢中でしたが
今は冷静に
対応できます

提供会員は
利用会員にとって
地域で気軽に声が
掛けられる
存在ですね

少しでも
利用会員の方の
力になれたらとの
思いで、活動して
います

はじめて提供会員に
なった時にお預かりした
お子さんと
現在も関わっています
本当に成長が楽しみです

～提供会員になって、地域の支えあいの輪を広げませんか？～提 会 募供 員 集

2019（令和元）年
11月 20日発刊

No.169
新宿社協だより［K E Y A K I ］　 	 11 月 20 日号もくじ

・歳末・地域たすけあい募金
・新宿社協の災害支援活動

・新宿区成年後見センターからの
  お知らせ
・寄附金・寄附物品のご報告

・受験生チャレンジ貸付事業
・教育支援資金貸付制度
・切手の収集にご協力ください
・新宿 CSR ネットワーク

問合せ先 新宿区ファミリー・サポート・センター（新宿社協内）　TEL：03-5273-3545　FAX：03-5273-3082　

利用時間 	 午前 6時〜午後 10時
対　　象 	 区内在住・在勤・在学で生後 43日から 18歳までの児童の保護者
費　　用 	 ●	午前 7時〜午後 7時　800円／時間
	 ●	午前 6時〜午前 7時　午後7時以降・年末年始　900円／時間

●	保育施設などまでの送迎
●	保育施設などの開始時間前と
　終了時間後の預かり

●	保育施設などの休業日の預かり
●	その他、会員の子育ての援助に
必要な活動

通常預かり

利用の概要

利用時間 	 午前 8時〜午後 6時 30分
	 土・日・祝日・年末年始を除く月〜金曜日

対　　象 	 区内在住で 1歳から小学生までの児童の保護者
費　　用 	 1,000 円／時間

●	病気または病気の回復期にあり、
保育施設などに預けることがで
きないときの預かり

●	病児・病後児保育施設への送迎
　と送迎前後の預かり
　※医療機関の受診が必須

病児・病後児預かり

利用の概要

講習会「子どもの事故と安全」の様子

ファミリーサポートは

地域で子育てを支えています！

第３回ファミリーサポート提供会員講習会

主な活動内容

●ファミリーサポートは有償のボランティア
です。
●活動を行う前に、必ず事前打合せを行いま
す。顔合せも兼ねているので安心です。
●ご自分の空いている時間や内容を選択でき
るので、無理がありません。
●活動料金はその都度、現金でのやりとりに
なります。
●病児・病後児預かりの場合は、医師の許可
を得て行うため安心です。

安心・安全に活動するために…
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トークセッションの様子

薪割り体験の様子

　岩手県釜石市社会福祉協議会と、釜石市で復興支援活動を行っている一般社団法人ゴジョる（以下「ゴジョる」）と協働し、本イベント
に参加しました。当日は多くの高校生・大学生ボランティアも参加しました。

しんじゅく防災フェスタ 2019（9 月 1 日実施）に参加しました

被災地に応援職員を派遣しました

　釜石市復興支援活動の
一環で薪割りが“生きが
い就労”につながってい
ることを紹介しました。

薪割り体験
ブース

❶
　体験ブースで割った薪で湯を沸かし、NISHIWASEDA	
COFFEE（西早稲田あした作業所の自家焙煎コーヒー）
を提供しました。売り上げ（11,381 円）は被災地の
支援としてゴジョるへ寄附させていただきました。

チャリティコーヒーの提供
ブース

❷
　ブース参加者の交流を兼ねて
トークセッションをしました。

トークセッション
ブース

❸

「ツナガル被災地」　ゲストスピーカー：ゴジョる
　被災地での困窮支援の一環としての薪割り、販売による就労支援（いきがい就労）のしくみを立ち上げたゴジョるの方から、活動
報告をお聞きしました。

「ヒロゲル防災」　ゲストスピーカー：釜石市社会福祉協議会
　東日本大震災時の様子や地域と連携した復興支援についてお話しいただきました。また、新宿区内の防災訓練の課題や工夫について、
参加者同士が情報交換をしました。参加者からは「被災県の生の話を聞くことができた」、「自分が住んでいる町会以外の取り組みに
ついて知ることができた、参考にしていきたい」などの感想をいただきました。

このような災害関連の取り組みには共同募金が活用されています

問合せ先 法人経営課  TEL：03-5273-2941  FAX：03-5273-3082

募 金 受 付 窓 口
●	地域団体による活動を支援する助成金やボランティアの育成
●	在宅の重度障害児者、女性保護施設入所者、乳児
院入所児童へのお見舞い　など

　９月 23 日からの５日間、10 月 20 日からの５日間は千葉県安房郡鋸南町に、
11 月４日からの５日間は栃木県佐野市に、それぞれ台風被害を受けた地域へ、
新宿社協から応援職員を１名ずつ派遣しました。現地では、災害ボランティアセ
ンターの運営支援を担当し、被災者のニーズ（支援依頼）の聞きとりやボランティ
アの派遣調整などを行いました。
　鋸南町災害ボランティアセンターの支援では、専門的な技術を要する作業も多
く、駆けつけてくださった方々の善意と住民のニーズを調整することは大変でし
た。後半はボランティアの依頼が落ち着き、閉所に向けての事務や作業に従事し
ました。今回の経験は今後に活かしてまいります。
　被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

新宿社協（高田馬場事務所、東分室）、各特別出張所
区役所 2 階 福祉部地域福祉課
　上記のほか、募金箱は区内公共施設、ご賛同いただいた店舗などにも設置
しています。

●	協　力　新宿区町会連合会 /新宿区民生委員・児童委員協議会
●	後　援　新宿区

募金期間
12月1日〜
12月31日

歳末・地域たすけあい運動募金の活用

災害派遣

ご協力をお願いします

新宿社協の災害支援活動被災地支援や防災活動に取り組んでいます

　今年も、町会・自治会や民生委員・
児童委員などの協力により、歳末・
地域たすけあい運動募金を実施します。

歳末・地域たすけあい運動募金に

平成30年度実績　11,100,085円

⇒ 詳しくは新宿社協ホームページに掲載されています

他にも…

災害ボランティア
センターや

大量の「災害ゴミ」の
分別活動の様子
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　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 18 社の企業で構成されて活動しています。毎号１社ずつ、各企業が実
施している新宿区の特色を活かした社会貢献活動についてご紹介します。

CSR…企業の社会的責任（corporate social responsibility）の略称

 問合せ先 受験生チャレンジ支援貸付担当　TEL：03-5292-3250　　教育支援資金担当　TEL：03-5273-3541

企業の社会貢献活動『新宿CSRネットワーク』（以下「ネットワーク」）
が参加した『ダイバーシティ・パークin 新宿 2019（10月 5日（土）、
6日（日）実施）』について報告します。
　本イベントは多様性（ダイバーシティ）の理解、共存していくためのきっかけづく
りとして、2016 年から新宿中央公園で開催されている障害者スポーツイベントで、
ネットワークとしての参加は 2回目です。
　今年は、イベントを盛り上げ、広大な会場を楽しく周れる企画として『SDGs ※』
をテーマに、スタンプラリーとクイズを実施しました。完走者にはカラフルな色使い
で目を引くオリジナルの SDGs シールをプレゼントしました。このシールをはじめ、
スタンプ台やクイズボードのデザイン作成にあたっては、各参加企業の強みが活かさ
れました。
　また当日の運営には、新宿区内社会福祉法人連絡会の協力により、新宿区障害者福
祉協会の利用者と職員が、イベント来
場者へのスタンプラリーの周知や台紙
を配布するなど、企業と地域の社会福
祉法人との協働が実現しました。
　ネットワークでは、この他の地域イ
ベントにも参加をして、企業の特色を
活かした活動を行っています。
※SDGs（エス・ディ・ジーズ）とは、
国際連合で掲げた「持続可能な開発
目標」

社 会 貢 献 活 動 に

「新宿 CS R ネットワーク」

岡谷鋼機株式会社

　岡谷鋼機株式会社は 1669 年創業、今年 350 周年を迎えます。
世界 22か国に拠点を持ち、素材・原料の供給から工場建設までも
のづくり全てを扱う専門商社です。企業行動、企業価値の向上に努
め、社会ニーズや時代の動向を的確にとらえ、様々な課題に取り組
み、社会に貢献できる企業であり続けたいと常に考えています。清
掃活動、地域行事参加、チャリティコンサート実施、農山村活性化
支援、教育支援、奨学団体支援などを行っております。社員全員が
地域社会に感謝の気持ちを
持ち、各々で多様な活動に
参加しています。新宿CSR
ネットワークには今年より
加盟させて頂き、新宿区で
の地域密着の活動に参加さ
せて頂いております。

取り組む

参加した様子と SDGs シール

　ご寄附いただいた使用済切手は、地域のボラン
ティアの皆さんによって整理され、日本キリスト教
海外医療協力会（JOCS）へ寄贈します。
　切手は JOCS を通じて換金され、アジア・アフ
リカへの保健医療従事者の派遣、保健医療を学ぶ現
地の方々への奨学金、現地の健康を守るための活動
など、アジアやアフリカの保健医療の支援活動に活
用されます。ご協力をお願いします。

　中学 3年生、高校 3年生など（※）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、大学などに入学した場
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）	な
どの条件があります。詳しくは下記ま
でお問合せください。

　一定所得以下の世帯を対象に、高校、大学などの入学金や学費などの貸付を行うことにより、進学や修学の継続を支援し、将来的な自
立につなげます。修学中から、卒業後に就職して返済を終えるまで、新宿社協と民生委員による継続的な相談支援を受けることができま
す。返済は卒業後に始まります。なお、教育支援資金より優先して利用いただく、他の公的貸付制度も含めご案内します。詳しくは下記
までお問合せください。

中学・高校
3年生（※）

対象

● 教 育 支 援 資 金 貸 付 制 度 の ご 案 内

● 受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内

（※）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、編入希望者など）も対象です。

貸付金の種類

学習塾等の受講料貸付金

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：受験校と学部合計で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

使用済み の収集に
●	 切手のまわり 1
センチ程度を残
して切り取ってく
ださい。

●	汚れたもの、折れたり傷があるものは
除いてください。

	 外国切手や未使用切手も受け付けます。
●	集めた切手は最寄りの新宿社協窓口ま
でお届けください。

切手の集めかた

ボランティアによる切手整理活動の様子

切 手
ご協力ください ～切手 1 枚からはじめる国際協力～

受験生・学生の皆さんを応援しています！

※切手整理のボランティアも募集中です
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★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 170号は 1月 1日の発行です。

ありがとうございました !こもった心の ご 寄 附

　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。

月
区分 寄附者名 住　　所 寄附物品

８ 北日本コンピューター
サービス株式会社 さいたま市大宮区 介助式車椅子5台

９ 佐々木　松子 新宿区北新宿 ディスポーザル手
袋等	計50箱以上

寄 附 物 品 【敬称略】

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

８

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

和敬会 新宿区戸塚町 3,000

永田　良忠 新宿区若松町 3,800

９

獅子吼盆踊り実行委員会 新宿区中井 10,000

森川　暁代 新 宿 区 2,000

株式会社　日刊スポーツ新聞社 中央区築地 100,000

株式会社　京王プラザホテル 新宿区西新宿 50,000

匿名（9名） 94,065

（単位 : 円）【敬称略】寄 附 金

寄附者芳名（2019年９月30日までの受付分）

　北日本コンピューターサービス株式会社様は、17年間にわ
たって、関わりのある自治体や社協へ車椅子を寄贈されてい
ます。今年度は、12の社協へ計 95台の車椅子を寄贈される
とのことです。新宿社協には、平成 28 年度から毎年 5台の
車椅子を寄贈いただいています。
　この活動は、「システムとサービスを通じて社会に貢献する」
という社訓に基づくものとのお話がありました。また、感謝状
贈呈の場に、製品製作に関わった社員が出席することで、自
分たちの生み出したサービス、そして、その利益が社会貢献
活動として実を結んだことを実感できる機会となり、社員の
意識、モチベーションの向上にもつながっていくそうです。
　そのような想いのこもった車椅子、大切に活用させていた
だきます。ありがとうございました。

北日本コンピューターサービス株式会社様に感謝状を贈呈しました

〒 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）　※土、日、祝日、年末年始を除く

※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、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（日、祝日、年末年始を除く）　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

新宿区社会福祉協議会 ご案内

～元気なうちに準備できること～

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メール：skc@shinjuku-shakyo.jp

問合せ・申込み先

任意後見事業説明会＆出張相談会 講座「遺言」「相続」について考える＆出張相談会
日　程 	 令和元年 12 月 3 日（火）
会　場   四谷保健センター 5 階　集会室 D・E（四谷三栄町 10-16）

日　程 	 令和 2 年 1 月 18 日（土）
会　場   戸塚地域センター 7 階　多目的ホール（高田馬場 2-18-1）

聞いてみよう！

【時　間】	 ①午後 3時 15分〜 4時　②午後 4時 15分〜 5時
【相談員】	 弁護士、司法書士
【内　容】	 成年後見制度の利用方法・後見人をつけるべきかどうか・後見人活

動で悩みがあるなど、成年後見制度に関する疑問や不安に、弁護士、
司法書士がお答えします。

【定　員】	 各回 2組（全 4組、要事前予約）
【対　象】	 区内在住・在勤・在学の方
※相談会は12月９日（月）から予約受付を開始します。
　（先着順）

● 出張相談会 ●

【時　間】	 ①午後 2時 40分〜 3時 25分　②午後 3時 40分〜 4時 25分
【相談員】	 弁護士
【内　容】	 成年後見制度の利用方法・後見人をつけるべきかどうか・後見人活動

で悩みがあるなど、成年後見制度に関する疑問や不安に、弁護士がお
答えします。

【定　員】　各回 1組（全 2組、要事前予約）
【対　象】　区内在住・在勤・在学の方
※相談会は 11月 20日（水）から予約受付を開始します。（先着順）

● 出張相談会 ●

【時　間】	 午後 1時〜 3時
【講　師】	 東京八丁堀法律事務所　八杖　友一氏（弁護士）
【内　容】	「遺言」「相続」にあわせて成年後見制度についてもお話しします。
【定　員】	 40 名　　【締　切】1月 8日（水）
【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

● 講　　座 ●
【時　間】	 午後 1時〜 2時 30分
【内　容】	 新宿社協が行う任意後見事業の内容、利

用方法、利用料金などを担当職員が説明
します。

【定　員】　50名　　【締　切】11月 26日（火）
【対　象】　区内在住もしくは、区内在住者の親族

● 任意後見事業説明会 ●

新宿区成年後見センターからのお知らせ 参加費
無料！ 要予約

申込み方法
電話・FAX・Eメール・ハガキ・窓口のいずれか。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・窓口のいずれかでお申込み下さい。受付後、事前に相談内容をお伺いします。）
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の別、③電話
番号（FAX申込みの場合は FAX番号）、④申込み希望（説明会、講座）、⑤説明会、講座をお知りになったきっかけ
※説明会・講座は、応募者多数の場合は抽選となります。落選の場合のみお知らせします。


