
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  

 

 

災 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月 15日発行 
Vol.258 

2017年 12月号 

発行： 社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会 

豊島ボランティアセンター 
〒170－0013 豊島区東池袋1－39－2 区役所東池袋分庁舎4階 

TEL 03－3984－9375  FAX 03－3981－2946 

Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

URL http://toshima-shakyo.or.jp  

月～金曜日 8：30～17：15（土日・祝日・年末年始は休み） 

《共通事項》申込・問合せは、電話等にて上記ボランティアセンターまで 

HOW TO 
サバイバル 

～緊急時に役立つ 

防災の知恵～ 

大規模災害発生時に生き残る自信はありますか？ 

防災対策を行っていない方にもわかりやすく役立つ情報をお伝えします。 

1 月20 日(土)14 時～16 時 
会場：生活産業プラザ 大会議室（東池袋 1-20-15） 

内容：今からできる防災対策 

避難所と在宅避難の違い 

トイレ・食料に関する知恵など 

 講師：NPO 法人プラス・アーツ 

 定員：100 名 

締切：1 月 17 日(水) 

  

 

 

 

mailto:tomonii@t.toshima.ne.jp
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 11月 14日（火）、千早高校 1年生全員を対象とする防災体験学習に、豊島ボランティアセンターも

参加させていただきました。この学習は、今後起こるかもしれない大規模災害に立ち向かう人材となる

都立高校生たちに、防災や地域貢献への知識・理解を体験学習方式で学ぶことを目的としています。 

当日は、豊島ボランティアセンターのほか、豊島区防災危機管理課や池袋消防署、災害救援ボランテ

ィア推進委員会の皆さんが指導に当たりました。生徒さんは、真剣に楽しく 6種類の体験をすることが

できました。 

～地域防災に貢献できる高校生を育てるために～ 

【避難所体験メニュー】 

①災害時のあかり体験、②傷病者搬送体験、③仮設トイレ設営等体験 

④非常時食糧体験、⑤避難所開設体験、⑥災害ボランティアセンター体験 

当センターは、「災害ボランティアセンター」の体験ブースを担当しました！ 

 大地震が発生した時、帰宅できなくなった市民を安全に誘導し、滞在場所を提供するなどの帰宅困難

者対策が必要となります。そのような非常時に備えるため、11月 16日（木）、池袋およびその周辺地

域で「帰宅困難者対策訓練」が実施されました。当日は、住民や学生の皆さん、区内事業者・店舗、各団

体の方々なども参加し、運営スタッフを含め 800名余りの大規模訓練となり、社会福祉協議会職員も、

災害ボランティアとして登録されている皆さん 5名と一緒に、帰宅困難者役として参加しました。今回

の訓練を踏まえ、今後も定期的な訓練が実施されるそうです。 

まずは、情報ステーション

で情報収集します。 

次に水や食料の提供を受け

ます。 

そして指定された一時滞在

施設へ向かいました。 
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＜Step２＞ 

千川の杜周辺の７か所の施設・団体での 

ボランティア活動体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高齢者元気あとおし事業」は、区内の老人ホームやデイサービス等の介護保険施設で一定の活動を行

うことで、自身の介護予防とお互いに支え合う元気な地域社会をめざす事業です。 

活動するとスタンプがもらえ、貯まったスタンプ数に応じて換金できます(年間上限 5,000円)。 

活動内容は、利用者さんの話し相手やお茶出し、食事の配膳・下膳、シーツ交換、洗濯物の整理などで

す。みなさんも、活動を始めてみませんか。ぜひ、お気軽に説明会へご参加ください。 

◆日時：２月６日(火) １４：００～１５：００    

◆会場：豊島区民社会福祉協議会 会議室(東池袋1-39-2区役所東池袋分庁舎3階)      

◆定員：20名(先着順、要事前予約)    

◆対象：60歳以上の健康な豊島区民の方 

◆その他：説明会終了後、本事業の参加申込を受け付けます。 

※希望者は「健康保険証」や「運転免許証」など、住所と生年月日が確認できるものをご持参くだ

さい。確認できない場合は、手続きできませんのでお気をつけください。 

<申込・問合せ：豊島ボランティアセンター 3984-9375> 

 

男性のための 

ボランティアスタート講座を開催しました！ 

 

Step１「聞く」編 
（11月8日） 

＜Step1＞ 

ボランティア入門 

先輩ボランティアのお三方からの経験談 

昨年度から始まったこの講座。今年度も4月に第１回目を開催しました。 

「まだまだ地域デビューをしたい男性が、地域にはたくさんいるよ！」という地域の皆さんのお声から、 

第２回目となる今回は、特別養護老人ホーム千川の杜さんにご協力いただき、 

千川の杜周辺の地域で活動できる方を対象に10名の方にご参加いただきました。 

 

Step３「踏み出す」編 
（11月28日） 

＜Step３＞ 

Step２での体験の報告 

交流会 

＜次回予告＞ 

来年３月 

南長崎・長崎周辺で 

開催予定！！ 

Step２「やる」編 
（11月15日～25日） 
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ボランティア募集！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

＜施設・団体＞ 

介護老人保健施設 池袋えびすの郷 
傾聴ボランティアや、クラブ活動のお手伝いをして頂ける

方を求めています。初めての方でもご参加頂ける活動が沢

山あります。 

▼内容：利用者の話し相手、クラブ活動の手伝い(フラワ 

ーアレンジ、茶道、手芸、和紙・工芸、書道等の準備・ 

片づけ、利用者の見守り)、レクリエーションの手伝い、

趣味特技の披露等 

▼日時：随時9：30～17：30の間(時間応相談) 

▼持ち物：エプロン 

▼活動場所：当施設(下板橋駅) 

▼問合せ先：介護老人保健施設池袋えびすの郷  

担当：秋元、北原 TEL 3980-0165  FAX 3980-0168  

URL http://www.ikebukuro-ebisunosato.or.jp/ 

 

障害者支援施設 雑司谷(ぞうしがや) 
当施設は、身体に障がいを持っている方達が暮らしている

施設です。今年も施設でクリスマス会を企画していますの

で、お手伝い頂ける方を募集しています。行事に限らず、

施設や利用者さんに興味があるなど、大歓迎です。是非一

度ご連絡下さい。 

▼内容：クリスマス会の手伝い(職員の補助、利用者の話

し相手、楽器演奏等)※車いすを押すなどの直接的な介

助はなし。 

▼日時：12月25日（月）13：00～15：00 

▼活動場所：当施設(池袋駅) 

▼募集人数：2名 

▼その他：動きやすい服装。交通費支給なし。 

▼問合せ先：障害者支援施設 雑司谷 担当：小野 

TEL 5958-1176  FAX 5958-1210 

Eメール zoushigaya@ike-fuku.jp 
 

 

東電さわやかケアポートとしま 

グループホーム 
ボランティア初心者の方も大歓迎です。ご入居者様と楽し

く過ごせる方を募集します。お気軽にご連絡下さい。 

▼内容：話し相手、歌、日々の活動補助、入居者と楽しく

過ごせるような活動など、何でも可。 

▼日時：随時9：00～16：00の間(1時間程度から応相談) 

▼持ち物：上履き、動きやすい服装 

▼活動場所：当施設(大塚駅) 

▼問合せ先：東電さわやかケアポートとしまグループホーム 

担当：井関 TEL 5907-4296  FAX 5907-3821 

Eメール y-iseki@tepco-partners.co.jp 

 

グループ豊夢
と む

 
「中高年の人たちでも、気軽に参加できる活動を始めた

い」とボランティアグループを立ち上げました。主な活動

としては、子ども家庭支援センターのお子さんや施設入所

して外出ができないお年寄りに喜んでいただくため、布の

おもちゃを作り、寄贈しています。現在、メンバーが4人

となってしまったため、新しいメンバーを募集します。手

芸や、裁縫が好きな方、子どもの笑顔が見たい方、和気あ

いあいとおしゃべりしながら、私たちと一緒に活動してみ

ませんか？見学だけも大歓迎です。気軽にご連絡下さい♪ 
▼内容：フェルトを使った手作り遊具の作成 

▼日時：原則毎週木曜日 13：00～16：00(休みの日あり、

詳細は要問合せ) 

▼活動場所：豊島ボランティアセンター活動室(池袋駅) 

▼問合せ先：豊島ボランティアセンター TEL 3984-9375 

FAX 3981-2946 Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

 

風かおる里 
デイサービスや特養から見える景色を季節感の溢れる花や

野菜で色取り、楽しんでいただきたいです。出来る時に出

来るだけでかまいません。お待ちしています♪ 

高齢者在宅サービスセンター 
▼内容：敷地内の草刈り、花や野菜の水やりや手入れ 

▼日時：月～土曜日9：00～16：00(何時間でも可) 

▼持ち物：汚れても良い衣類、外履き 

▼活動場所：当施設、駐車場裏の花壇(東長崎駅) 

特別養護老人ホーム 
▼内容：特技の披露、車いすの清掃、繕い物、洗濯物配り、

衣類の整理など 

▼日時：いつでも(応相談) 

▼持ち物：上履き 

▼活動場所：当施設(東長崎駅) 

共通事項 

▼問合せ先：特別養護老人ホーム 風かおる里         

担当：舛谷(ますや)、小島 TEL 5982-1021 FAX 5982-2105 

 

活動までの流れ 
施設･団体での活動の場合 

①活動を希望する「連絡先（担当者）」へ直接連絡を入れ

る。 

②質問事項等があれば事前に伝え、面接日等の確認をす

る。 

個人の場合 

①当センターで、職員から詳細説明を受ける。 

②職員が顔合わせの日程調整を行う。 

③職員同席のもと、募集者と直接会って活動内容の確認

や今後の予定等について話し合う。 

④顔合わせが無事に終了したらコーディネート成立！ 

お互いの連絡先を交換する（以降、連絡は直接行う）。 
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豊島子ども 

ＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク 
地域の先輩ママボランティアが乳幼児のいる家庭を訪問し

てママのお話を聞いたり、一緒にお子さんと遊んだりしま

す。それだけでママが元気になって、お子さんが笑顔にな

る、そんな素敵なボランティア活動がホームスタートです。

まずは無料の講習会を受講してみませんか？あなたを待っ

ているママがいます。 

▼内容：家庭にてママの話を聞いたり、子どもと一緒に遊

ぶ。 

▼日時：週 1回、2時間程度、おおよそ 4回 

▼条件：活動するには、受講が必要 

【ホームビジター養成講座】 

▼日時：1月14日、21日、28日、2月4日、11日、18日、

25日、3月4日の8日間 

▼会場：IKE・Biz 4階(池袋駅) 

▼受講料：無料 

▼対象：子育て支援に興味があり、なるべく全日程参加可 

能で、子育て経験のある方 

▼持ち物：筆記用具、昼食、マイカップ 

▼定員：12名 

▼締切：1月7日(日) 

▼問合せ先：特定非営利活動法人豊島子ども WAKUWAKネッ 

トワーク 担当：荒砥  TEL 080-4711-8840  

 Eメール hswakuwaku@gmail.com 

URL http://toshimawakuwaku.com/homestartwakuwa/ 

 

シャプラニール＝市民による海外協力の会

「もったいない」という気持ちを海外協力に役立てる活動

をお手伝いください！ 

シャプラニールの活動を支える重要なプロジェクトの一つ、

「ステナイ生活」。皆さんのお手元にある不用品をシャプ

ラニールに寄贈していただき、日本の専門業者で換金して、

海外での支援活動に活かす仕組みです。事務所には、年間

を通じて、書き損じはがきや切手、貴金属など、家庭や職

場で不要になった品物が多数送られてきます。換金のため

には、それらを仕分けしたり、数えたりする作業が欠かせ

ませんが、職員だけではとても手が足りません。ぜひ、あ

なたの力をお貸しください！ 

▼内容：全国から届く寄付品（はがき、切手、カードな 

ど）の仕分けやカウントなどの作業 

▼日時：火～土曜日の 10:00～18:00の間で、1日 2時間以

上。希望日時を指定し、週に 1 回、月に 2 回など、好き

なタイミングで来るのも可。※12:00～13:00 はお昼休憩。

15：00にはお茶休憩もあり。 

▼活動場所：当事務所(早稲田駅)  

▼申込方法：（1）ウェブサイト申込（2）TELかメールに

て①お名前②連絡先(電話/Eメールアドレス)③説明会参

加日を電話またはEメールで伝える。               

▼その他：はじめての方は説明会に要参加。 

 

説明会日程 1/13(土)、1/16(火)、1/20(土)、1/23(火)、 

1/27(土) 13:30開始 各日、30分程度  

※説明会終了後、時間に都合がつく方は、実際にボラン 

ティア作業が可。説明会への参加が難しい場合は要相談。

日程調整可(希望にそえない場合あり)。 

▼問合せ先：特定非営利活動法人シャプラニール事務局 

TEL 3202-7863 Eメール event@shaplaneer.org  

URL 

https://www.shaplaneer.org/youcan/volunteer/sutenai/ 

 

菊かおる園 
初めての方も体験・見学ができますのでお気軽にご連絡く

ださい。 

▼内容：話し相手、読み聞かせ、楽器演奏、歌、整容(入

浴後の髪の乾燥)、下膳、お茶出し、車いすの清掃、繕

い物、日々の活動補助、フロアの清掃、趣味を生かして

の活動(内容は応相談) 

▼日時：【特別養護老人ホーム】随時 

【高齢者在宅サービスセンター】月～土曜日(回数・時間 

は応相談) 

▼持ち物：上履き(サンダル・スリッパ不可) 

▼場所：当施設（都電庚申塚駅） 

▼問合せ先：菊かおる園 担当：浦本 

TEL 3576-2266 FAX 3576-2264 

 

おもちゃの図書館「あいじえん」 
大塚にあるおもちゃの図書館「あいじえん」でボランティ

アをしてみませんか？障がいのあるお子さん、ないお子さ

んと一緒におもちゃで遊びながら楽しい時間を過ごします。

開館日にお手伝い下さる方、おもちゃの修理等をして下さ

る方、手作りのおもちゃを作って下さる方、大歓迎です！

お気軽にご連絡ください。 

▼内容：障がいのある子どもや障がいのない子どもの遊び

相手等 

▼日時：毎月第2・第4月曜日 12：30～15：30(祝日は休

み) 

▼条件：高校生以上、ボランティア保険加入必須。 

▼活動場所：当財団3階中央愛児園内（大塚駅） 

▼その他：活動しやすい服装。ボランティア専用のエプロ

ンの着用あり。 

▼問合せ先：社会福祉法人全国心身障害児福祉財団  

事務局 担当：原 TEL 5927-1284 FAX 5927-1281 

URL gyoumubu@shougaiji-zaidan.or.jp 

 

このまち高田馬場 

私共は定員32名のデイサービスを運営しています。月曜

日から土曜日まで毎日 20～30 名くらいの来所があります。

色々なレクリエーションを提供しています。 

▼内容：麻雀・将棋の相手 

▼日時：月・火・水・金・土 12：30～14：30 

▼条件：麻雀・将棋が出来る方 
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▼場所：当施設（都電学習院下駅） 

▼問合せ先：このまち高田馬場  

担当：土田 

TEL 5944-9842  

FAX 5944-9843  
 

 

アトリエ村 

初めての方でもご参加いただける活動が沢山あります。い

つでもお気軽にご連絡ください。お持ちしております。 

高齢者在宅サービスセンター 
▼内容：見守り、お茶出し、食事の配膳・下膳、園芸、朗

読、入浴後の整容、趣味活動（色々あり）の補佐、趣味

特技の披露、他 

▼日時：月～土曜日 9：00～16：00(何時間でも可) 

特別養護老人ホーム 
▼内容：傾聴、シーツ交換、洗面所清掃、食事の配膳・下

膳、入浴後の整容、エプロンとおしぼり洗い、食堂清掃、

車いすの清掃・整備、趣味・特技の披露、各種 (書道・

音楽・絵手紙・華道)クラブの補佐、他 

▼活動場所：特別養護老人ホーム2階又は3階 

共通事項 
▼日時・内容：応相談 

▼条件：不問 

▼持ち物：上履き(サンダル・スリッパ不可) 

▼問合せ先：特別養護老人ホームアトリエ村(東長崎駅) 

 担当：布施川 TEL 5965-3400 FAX 5965-3403 
  

 

＜個人＞ ※「問合せ先」は全て当センターです。 

 

 

 

 

Ｈ・Ｉさん(40代男性、巣鴨在住) 
視覚障害者です。日常で身体を動かす機会が少ないため、

水泳を始めたいと思いますが、一人では難しいので、サポ

ートしてくれる方を募集しています。今は、25メートル

が泳げる程度です。 

特別な技術・能力は不要です。興味・関心のある方はお気

軽にご連絡ください。 

▼内容：水泳のサポート、指導 

▼日時：週末・祝祭日を除く週1回。時間は応相談。 

▼場所：山手線沿線のスポーツセンター内 (池袋豊島区ス 

ポーツセンターなど) 

▼条件：性別不問。男性なら、なお歓迎。 

▼持ち物：水着、水泳帽やゴーグルなど。 

▼その他：交通費を支給(上限あり)。 

入場料は、免除のため不要。 

 

 

 

いんふぉめ～しょん 

~information~ 

＜講座情報＞ 
 

老年学・老年医学公開講座 
▼内容：がんになっても寿命をまっとうできる時代がきた 

①「もしもわたしが肺がんになったら－高齢者が『が

ん』と上手に付き合うためのヒント－」②「消化管にお

ける早期がんに対する内視鏡治療」③「高齢者の血液が

ん、あきらめるのはまだ早い、移植という選択肢」 

▼日時：平成30年2月5日（月）13：15～16：00（開場

12：15）  

▼会場：板橋区立文化会館大ホール（東武東上線大山駅）   

▼講師：①山本 寛氏(東京都健康長寿医療センター呼吸

器内科部長)②落合 康利氏(慶應義塾大学医学部腫瘍セ

ンター助教)③小林 寿美子氏(東京都健康長寿医療セン

ター輸血・細胞療法科部長) 

▼参加費：無料（申込不要） 

▼定員：1,200名（先着順） 

※定員に達した場合は入場不可。  

▼その他：手話通訳を同時に行う。 

▼問合せ先：東京都健康長寿医療センター 広報普及係 

TEL 3964-1141   
 

第 4回シニアの社会参加 

サポートプログラム 
セミナーと最大5回の個別相談を通じ、NPO・コミュニテ 

ィビジネスについて学ぶ。 

▼内容：第1部 NPO・コミュニティビジネスとは…NPO・

コミュニティビジネスの基本についてわかりやすく解説。

初心者の方でも安心して参加可能。 

第2部 グループワーク「55歳からの“しごと×生き

方”トークセッション」…社会参加に関心を持つ同士で、

自由に意見交換！ 

第3部 社会参加活動をしている方の生き方 

「住み慣れた地域で 安心して暮らすために」…社会参加

活動をしている方が活動についての話 

▼日時：12月21日（木）10：00～16：30 

▼会場：東京しごとセンター4階402教室(飯田橋駅) 

▼講師：第2部古川 晶子 氏(さいたまキャリア教育セン

ター代表理事) 第3部井上 英一 氏(市民後見センタ

ーさいたま副理事長) 

▼参加費：無料 

▼対象：シニアコーナー登録者 

※未登録者は、前日までに来場し、要手続き。   

▼定員：30名(予約制・先着順) 

▼その他：セミナーのみの参加不可。個別相談は 1月4日

(木)～2月2日(金)の平日 9：00～11：00の間(1回45 

 

 

豊島ボランティアセンター 

TEL 3984-9375  FAX 3981-2946 

Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 
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分間)※初回日時はセミナー時に決定のためスケジュ 

ール帳持参。 

▼申込・問合せ先：東京しごとセンターシニアコーナー 

TEL 5211-2335 

 

＜助成情報＞ 

障害児者に対する 

自立支援活動助成 
▼対象事業：①障害児者の自立と福祉向上を目的とした各 

種活動、施設の設置・改善の事業②障害児者に対する自 

助・自立の支援事業 ③助成決定以降、原則として平成 

30年5月1日から事業を開始し、平成 30年10月31日 

までに完了する予定の事業  

※定例化もしくはシリーズ企画などの事業は対象外 

▼対象者：①原則として非営利法人で 3年以上の活動実績

があるもの。個人及び営利法人は除く。但し、法人格が

ない場合でも当財団の理念に沿う公益活動において 3年

以上の継続的な実績と、これを証明する客観性のある資

料があり、且つ今後2年以内に法人化する予定がある団

体は対象。②活動拠点（申請事業の実施場所）が首都圏

（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）にあるもの。※

活動が政治、宗教、思想などの目的に偏る団体、事業は

対象外。法人としての年間収益が 2億円以上は対象外。 

当財団の助成金受領から、１年間（2 期）は申込み不可。 

※難病患者及びその家族を支援している団体（患者会

等）は対象に含む。 

▼助成金額：総額1000万円予定 １件（１団体）あたりの

上限額（原則として）200 万円但し、福祉向上のために

極めて効果の大きい場合はこの限りではありません。

（下限額は 10 万円）より多くの団体に助成するため審

査の結果、申請金額の一部を減額する場合あり。 

 ▼助成金の交付時期：平成 30年 5月 1日から平成 30年

10月31日の間で予定。 

▼申込方法：所定の申込書に必要事項を記入し、提出書類

と共に事務局あてに郵送。 

▼送付先：公益財団法人洲崎福祉財団 事務局 

〒103-0027 

中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング 

TEL 6780-2019 FAX 6780-2016 

 

＜その他＞ 

としまスポーツ応援団 

団員大募集！ 
専門的な知識や経験は必要ありません。家でスポーツを観

るのが好き、スポーツをするのが好き、パラスポーツにつ

いて知りたい・スポーツボランティアに興味がある等々、

どんな方でも大歓迎です。東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会の開催気運を、豊島区から盛り上げま

しょう。 

 

 

▼活動内容：①スポーツを「観る」…お茶の間観戦、パラ

スポーツ観戦ツアー②スポーツを「知る」…定期的に配

信される団員限定メールマガジンでパラスポーツ情報の

お知らせ、オリンピック・パラリンピックに関する講座 

受講③スポーツを「支える」…障がい者の「泳ぐ」をサ 

ポート、障がい者の「走る」をサポート、パラスポーツ 

「ボッチャ」の普及、豊島区のスポーツ大会運営ボラン 

ティアなど※活動内容に関する情報は、随時メールマガ 

ジンで知らせます。 

▼保険：活動に際し、保険に加入(保険料は区が負担) 

▼申込方法：①インターネット…豊島区ホームページ内の

専用フォーム②郵送・持参…登録用紙をホームページか

らダウンロードし、学習・スポーツ課に提出③下記 QR

コードより 

▼その他：団体特典あり①としまスポーツ応援団ガイドブ

ック②オリジナルマフラータオル(先着300名)③団員限

定メールマガジン 

▼問合せ先：豊島区学習・スポーツ課 

TEL 4566-2764(平日9：00～17：00) 

URL  

http://www/city.toshima.lg.jp/ 

 

新聞リーディングサービス 
▼内容：①朝日、毎日、読売、産経、日経、東京新聞、ス

ポニチの中からお好きな記事を読む②FAX や郵便で送っ

ていただいた文書を読む(書籍、手紙、お知らせ、説明

書など、何でも可)③辞書等で文字・意味を調べます(単

語、熟語、英語、カタカナ語など) 

▼対象：目の不自由な方、小さな字が読みにくい方 

▼料金：通話料のみ 

▼受付電話番号：TEL 6712-8877 FAX 6712-8805  

▼受付時間：月～金曜日 10：00～16：00(祝日、新聞休

刊日、年末年始は休み) 

▼問合せ先：ゆいの会 TEL 6712-8803 FAX6712-8805 

Eメール yuii2100@guitar.ocn.ne.jp 

 

こころといのちの法律相談 
▼内容：借金、家庭内暴力、過労、パワハラ、いじめ、性

犯罪被害、うつなどの問題・悩みなどの相談に弁護士が

電話相談に応じる。 

▼対象：どなたでも(未成年を含む若者も応相談) 

▼料金：無料 

▼電話番号：0120-556-289(フリーダイヤル。東京・千

葉・神奈川・茨木発信限定)   

▼受付時間：①12月27日（水） 

②平成30年1月22日（月）どちらも 13：00～19：00 

▼問合せ先：東京弁護士会 人権課 

TEL 3581-2205 

 

 

 

 

 

1年間ありがとう

ございました。 

来年も宜しくお願

いします。 
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使用済み切手・書き損じハガキの

ご寄付ありがとうございました！！ 

（未使用切手・ハガキ含） 

青柳絹枝、福岡富士子、吉田繁、角田吏代、川井和子、 

池袋西地区民児協、明治大学校友会豊島区地域支部、 

早稲田速記医療福祉専門学校、㈱光通信、サミー㈱、 

読売ボランティア朗読グループ、リマナチュラル㈱、 

(福)青少年福祉センター、池袋駅前郵便局、巣鴨駅前郵

便局、駒込地域文化創造館、区民ひろば（駒込、南池袋）、 

区役所（子育て支援課、地域保健課、放課後対策課、 

税務課、） 

匿名3名  ※敬称略・順不同 

豊島区民社会福祉協議会では、誰もが暮らしやすいまち

を実現していくため、区内8か所の「区民ひろば」に、

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置

しています。8 か所以外の区民ひろばでも、定期的に 

「暮らしの何でも相談会」を実施しています。 

CSW が配置されている区民ひろばの連絡先や相談会の

日程については、下記までお問合せください。 

 

問合わせ先：社会福祉協議会 地域相談支援課 CSW担当 

TEL:03-3981-4392 FAX:03-5950-1239 

E-mail:csw_toshima@a.toshima.ne.jp 

＜11月受付分：10/26～11/25に受付した分です＞ 

２５件 ４，８９２ｇ ハガキ ２枚 

「としまボランティアセンターだより」は、豊島区役所・区民事務所・図書館・区民ひろば・地域文化創造館・

その他、区内各所に置かせていただいております。又、ホームページでもご覧いただけますので、ご利用ください。 

12月1日より行事保険（当日参加対応型）受付を開始しました！ 

日時：12月18日（月）18：30～20：00 

場所：生活産業プラザ501会議室 

対象：ボランティア活動団体・市民活動団体スタッフ等 

内容：1.ボランティア保険、行事保険について、2.行事保険（当日参加対応型）とは、3.質疑応答等 

説明者：三井住友海上火災保険㈱ 担当者  

定員：50名 

申込：豊島ボランティアセンターまで   

TEL：3984-9375 FAX：3981-2946 Email：tomonii@t.toshima.ne.jp 

 

これまでの行事保険では、保険加入時に参加者が確定していることが必要でした。 

子ども食堂やサロン活動等が地域に広がりをみせる中、不特定の方々が気軽に当日参加する行事でも加入するこ

とが可能な保険ができました。 

この行事保険（当日参加対応型）は、事前に参加者を特定できなくても、当日に参加者名簿（氏名のみ）を備

え付けられれば加入することができる画期的な保険です。 

なお、保険料振込用紙は、通常の行事保険の振込用紙と同じですが、加入申込書は、通常の行事保険と異なり

ますので、間違わないよう充分ご注意ください。 

 

説明会開催します 

《年末年始のお知らせ》 １２月２９日から１月３日まで、お休みします。 




