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月～金曜日 8：30～17：15（土日・祝日・年末年始は休み） 

ボランティア活動入門講座 
－牛乳パックでリサイクル小物づくり体験－ 

「ボランティアって何？」「やってみたいけど

私にできるかな？」「どんな活動があるの？」な

ど、ボランティアを始めたいと考えている方、こ

の講座に参加して、はじめの一歩を踏み出してみ

ませんか？ 

◇日時：3 月 14 日(水) 14：00～16：00 

◇会場：豊島区民社会福祉協議会会議室 

    （東池袋 1-39-2-3階） 

◇内容：ボランティア活動の基礎知識 

    活動の種類と選び方 

活動上の注意点 

ボランティア保険について 

牛乳パックを使っての小物づくり 

◇対象：ボランティアを始めたい人 

◇定員：15名 

◇応募締切：定員になり次第 

◇申込：電話または、FAX、Eメールにて、氏名、年代、

連絡先をお伝え下さい。 

【問合せ・申込先】上記、ボランティアセンターまで 

 

～地球にやさしいリサイクル～ 

捨ててしまいがちな牛乳パックを集め、日本 

古来の美しさをもつ千代紙や和紙を貼るなど 

の手を加えて「小物」に生まれ変わらせてい 

ます。子どもからお年寄りまで、楽しみなが 

ら簡単に作ることができ、世代間交流の一つ 

のアイテムとなっています。 

  

 

リボンサービス公開講演会 

 

これであなたも大変身 
男性も女性も自分を知って魅せるテクニック 

「体形が気になってきた・・・」「自分の印象を

変えたい！」最近こんなことを思ったことはあり

ませんか。体型をカバーするテクニックや自分に

合う色を知り、若々しい印象を与えるスタイリン

グ術などを学ぶことで、自信をつけて若々しく、

地域で輝くきっかけを作りましょう。ちょっとし

たコツで印象が大きく変わる、気軽にできるテク

ニックをお伝えします。ぜひご参加ください。 

◇日時：3月 8日(木)10：00～12：00 
◇会場：生活産業プラザ  

3階 大会議室(東池袋 1-20-15) 

◇内容：お悩み別“スタイルアップ”(体型カバー) 

テクニック 

印象を変えるスタイリングなど 

※講演会終了後、地域活動を紹介します。 

◇講師：パーソナルカラーアナリスト 

 都
と

外川
とがわ

 八重氏 

◇対象：どなたでも 

◇定員：80名 

◇申込：電話または、FAX、Eメールにて、氏名、年代、 

連絡先をお伝え下さい。 

【問合せ・申込先】 

リボンサービス TEL3981-9250 FAX 3981-2946 

Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

インフルエンザには 

気を付けてね。 

手洗いとマスクをして

予防しよう！ 

  

きんちゃく型 

小物入れ 

  

(作品例) 

mailto:tomonii@t.toshima.ne.jp
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◆貸出日時◆ 
平日  9時～12時、13時～17時、 

18時～20時30分 

土曜  9時～12時、13時～16時30分 

（日曜祝日は無し） 

※上記中、貸出不可の場合があります。 

◆利用の決定◆ 
3月12日(月)夜か 3月16日(金)午前に実施する 

ヒアリングのいずれかに必ず出席できること。 

（必要書類等を提出後、活動内容等をヒヤリングした後、 

利用の可否を決定いたします。） 

◆締切◆ 
3月7日(水)必着。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆活動室概要◆ 
約33平米、約15名利用可 

会議や活動等が可能な貸室機能と、印刷機等の機材 

利用ができます。 
  

◆対象◆ 
①主として豊島区内を活動拠点とするボランティア 

活動団体及び市民活動団体。 

②社会福祉協議会の団体会員（一口2,000円以上）。ほか 
 

◆申請方法◆ 
所定の様式に記入の上、窓口持参。（様式は豊島区民社会

福祉協議会ホームページでダウンロード可） 

           ↓ 

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

 

 

豊島ボランティアセンターでは、ボランティア活動の推進や啓発と共に、ボランティア活動・市民活動団体への支

援や連携を図る事を目的に様々な活動を展開しています。そのひとつとして、活動室や機材の提供、物品の貸出を行

っています。4月から新たに、新規利用団体を募集します。 

 

18歳以上の健康な方で、在宅福祉に理解のある方ならどなたでも大歓迎！ 

空いた時間を使って、自分のできる範囲で活動可能な住民参加型の在宅福祉サービスです。 

◆日時：3月15日(木)14：00～16：00 ◆会場：生活産業プラザ 会議室501(東池袋1-20-15) 

◆内容：ビデオ上映、在宅福祉サービスの事業について 

◆対象：18歳以上の健康な方(資格・経験不問) 

◆申込：電話または、FAX、Eメールにて、氏名、年代、連絡先をお伝え下さい。 

【問合せ・申込み】地域福祉推進課 TEL3981-9250  FAX3981-2946 

 

 

 
 

 

 

【①リボンサービス】 
日常生活で不便をお感じの高齢の

方や、障がいのある方などに対し、

家事援助を中心としたお手伝いをす

るサービスです。 

(サービス内容) 

①家事援助：掃除、食事の支度、買

い物など②外出支援：通院の付き添

い、通学の送迎など③話し相手：見

守り、朗読、留守番など 

(協力会員になるには) 

経験・資格不問。登録後、研修があ

るので、安心して活動できます。都

合のよい時間帯に無理のない範囲で

活動ができます。 

【②ハンディキャブ】 
障がいのある方や高齢の方が、車

椅子に乗ったまま乗り降りできる

リフト付き自動車の運行サービス

です。 

(サービス内容) 

リフト付き自動車の運転 

(協力会員になるには) 

安全運転ができる21歳以上65歳程

度までの健康な方。特別な資格は必

要ありませんが、活動前に講習の受

講が必要。 

【③困りごと援助サービス】 
高齢の方や障がいのある方など

が、ご自分で解決することが難しい

日常生活でのちょっとした困りごと

に訪問して対応するサービスです。 

(サービス内容) 

電球や蛍光灯の取替え、簡易な荷物

や家具の移動など、体調不良時の食

料品の買い物など 

(協力会員になるには) 

特別な技術は不要。継続性のない、

短時間のサービスなので、気軽に活

動できます 
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ボランティア募集！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

＜施設・団体＞ 

老人食を考える会 
孤独な生活に潤いを持てるよう、家庭的な献立を主とし偏

りがちな食生活を健康的な栄養価のあるものにと心掛けて

弁当作りをし、配布している会です。ご一緒に活動してみ

ませんか？ 

▼内容：「高齢者向けのお弁当作り」材料処理、洗い場、

調理など 

▼日時：毎月第1・3木曜日9：00～15：00(変更あり) 

▼条件：元気で、ボランティア精神があり、お年寄りに優

しく、周囲の人と溶け合っていける女性。 

▼持ち物：エプロン、三角巾 

▼活動場所：千早地域文化創造館(千川駅) 

▼その他：軽食の提供あり。 

▼問合せ先：老人食を考える会 担当：松本、竹内 

TEL 3971-9911  

 

日本生態系協会 
自然と伝統が共存する美しい国をつくるために、ボランテ

ィアとして日本生態系協会の仕事を手伝いませんか？ 

▼内容：発送、パソコンを使った入力・調べもの、テープ 

起こし、種の選別作業、翻訳(英語のみ)など。時期に応

じて様々な仕事があり、希望に応じて仕事を選択。 

▼日時：平日10：00～17：00(時間は応相談) 

▼活動場所：当事務所(池袋駅) 

▼申込：①ボランティア登録希望の旨連絡②事務所へ来所、

協会の概要説明や希望されている仕事などについて確認

③ボランティア登録票を記入し登録。※作業は当日から

可。 

▼問合せ先：公益財団法人日本生態系協会 

TEL 5951-0244  (平日 8：30～18：00、土曜8：30～ 

15：00) 

 

シャンティ国際ボランティア会 
▼内容：日本で出版された絵本に、ビルマ語やラオス語な

どの翻訳シールを貼りつけ、現地の子どもたちに届けてい

ます。絵本は現地の図書館や学校、移動図書館などで活用

され、ボロボロになるまで子どもたちに読まれます。  

あなたの作った1冊を子どもたちに届けませんか? 

▼日時：随時（予定の冊数になり次第締切） 

▼活動場所：自宅、会社、学校など。 

▼対象：小学5年生以上（小学生は、大人の方と一緒に行

うこと） 

▼参加費：絵本1セット(絵本1冊と翻訳シール)2,500円 

▼参加の方法：絵本と翻訳シール(現地語に翻訳したタイ

トルや文を印刷したシール)を郵送、絵本に翻訳シール

を貼って事務局まで返送する。 

▼申込方法：電話、ホームページより申込み。 

▼問合せ先：公益社団法人シャンティ国際ボランティア 

 

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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンディキャブ協力会員募集説明会！ 

～福祉車両試乗会～ 
 

車いすやストレッチャーのまま乗り込める、リフト付自動車の運行を行うハンディキャブ運行事業 

の説明と試乗体験会を実施いたします。 
 

◇日時：3 月 23日(金)10：00～12：00 
◇会場：豊島区役所東池袋分庁舎 社会福祉協議会 会議室 

◇対象：福祉車両に興味関心のある方、利用をお考えの方。 

福祉関係者等の支援者 

◇申込：電話、FAX、Eメールにて 

※協力会員を希望される方は・・・ 

要自動車運転免許。21歳以上65歳程度までの健康な方。経験不問。 
 

【問合せ・申込先】地域福祉推進課 ハンディキャブ担当 TEL 5396-4954  FAX 3981-2946 

 

社会貢献活動 

しませんか 
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会「絵本を届ける運動」担当  

TEL 6457-4585 (平日10:00～17:30)  

URL http://sva.or.jp/lp/ehon/  

 

 

 

 

 

 

ハンガーフリーワールド 
飢餓のない世界をつくるための、開発途上国における開発

事業、ならびに国内外で啓発活動などを行っています。多

くのボランティアの方の参加により運営されています。 

あなたも、自分にあったボランティアを始めませんか？ 

▼内容：書損じハガキなどの寄付物品の仕分け・カウント  

▼日時：1月～6月末の平日・土曜 10～18時のなかで都合

のいい時間（1時間から活動可能） 

 継続的に参加できる方（平均的な活動頻度は 1週間に 1

回、3～4時間程度）※週2日以上できる方大歓迎！ 

▼申込方法：問い合わせフォームにてカウントボランティ

アを選択、活動可能な時間帯と曜日の目安を連絡。折り

返し、担当者より初回説明会の日程調整の連絡をします。 

▼活動場所：東京事務所（飯田橋駅） 

▼問合せ先：ハンガーフリーワールド  

担当：石川 TEL 3261-4700 平日 10:00～21:00  

土10:00～18:00 

URL http://www.hungerfree.net/ 

 

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。日中、お手伝い頂ける方を募集しています。 

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：日中活動のお手伝い(利用者の話し相手等)※活動

内容は日により異なる、車いすを押すなどの直接的な介

助はなし。 

▼日時：月～金 13：00～15：00 

▼活動場所：当施設(池袋駅) 

▼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 
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▼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 

 

シャプラニール＝市民による海外協力の会！ 

あなたのはがきが、だれかのために。「はがき 1枚からで 

きる国際貢献」にご協力お願いいたします。 

今回の当キャンペーンでは、25万枚のはがきを集めること 

を目指しています。当会へ届いた書き損じはがきは、日本 

で換金したあと、バングラデシュで家事使用人として働く 

少女たちの支援活動などに役立てます。 

たとえば、不要なはがき1枚 が、少女たちが読む絵本1冊 

分の寄付となります。不要なはがき 10枚 が、文字の読み 

書きの授業 1回分の寄付となります。 

▼集めているもの(寄付になるもの)：①未投函の官製はが

き②使わなかった・書き損じた年賀はがき③未使用・使

用済み切手など（1円から寄付になります） 

※未投函の官製はがきであれば、古いものでも OK！ 

※印刷で使った使用済みのインクカートリッジも寄付に

なります。 

▼日時：通年受付。このキャンペーンは3月31日まで。 

▼寄付の仕方：封筒などに入れて、当会まで送付。  

〒169-8611 東京都新宿区西早稲田 2-3-1早稲田奉仕園内  

シャプラニール「あなたのはがきが、だれかのために。

キャンペーン」係 

▼問合せ先：特定非営利活動法人シャプラニール=市民によ

る海外協力の会 TEL 3202-7863  

Eメール sutenai@shaplaneer.org 

URL 

https://www.shaplaneer.org/sutenai/hagaki_cam/ 

 

＜個人＞ ※「問合せ先」は全て当センターです。 

 

 

 

 

Ⅿ・Ｋさん(80代女性、西巣鴨在住)
膝の術後が良くなく、1人で外出ができません。外出時は 

車いすを使用しています。外出時に車いすを押してくれる

方を探しています。また、外出が思うようにできないので、 

人と話す事も少なくなっています。話相手も募集していま

す。好きなことは、裁縫、料理、旅行などです。雑談でも 

 

 

 

もちろん大歓迎！お話ししませんか？少しでも興味・関心

のある方はお気軽にご連絡ください。 

▼内容：話し相手、車いすでの外出介助 

▼日時：いつでも(都合の良い時間帯で可)。 

▼場所：自宅もしくは近所(庚申塚駅) 

▼条件：資格、年齢・性別不問。 

 

いんふぉめ～しょん 

~information~ 

＜講座情報＞ 

キーボードを使わない IT講習会 
▼内容：パソコンやインターネット、スマートフォンの利

用が難しい主に高齢者や障がい者の IT 技能向上を支援

し、生活の向上とコミュニティの形成を図ることを目的

とした講習会。 

▼日時：【パソコンの基礎１：パソコンの仕組み、マウス

操作、文字入力、インターネット閲覧】火曜クラス2月

20日・27・3月6日・13日の全4回12:50～14:25 

【初めての iPhone：何ができるの？操作の初歩、アプリ

紹介】土曜クラス 2月 17日、3月 3日の全 2回 10：

10～11：45 

▼活動場所：駒込 3-20-14 ソシアル蔵 1F-2 ばんゆうクラ

ブ(駒込駅) 

▼参加費：受講料無料。教材・事務費各クラス1,200円 

▼持ち物：受講票(受講のおおむね 3日前に届くよう郵送)、

筆記用具 

▼対象：どなたでも。(ただし定員を上回った場合の補欠

は高齢者・初心者優先) 

▼定員：各クラス12名、先着順。 

▼申込：事務局に電話の上、5 日以内に教材・事務費を口

座へ振り込む[ゆうちょ銀行 〇〇八支店 普通

7252213] 

▼問合せ先：きゅりっと(旧インターネットと明日の福祉

を考える市民の会）TEL6672-7012（10：00～18：00

日・祝・季節休暇除く） 

 

公開講座 
▼内容：①自分発見～あなたの心の中に「面白い」の扉を

開くカギがある：これからの人生をイキイキと自分らし

く生き抜くヒントはあなたの中にあります。②こみゅ力

(コミュニケーションりょく)アップ：誰でもできるトレ

ーニングでコミュニケーションの課題を乗り切るスキル

を身につけましょう。 

▼日時：①2月24日(土)、②3月18日(日) 

いずれの回も10：00～11：30 

▼会場：池袋保健所1階(池袋駅) 

▼講師：①苗加 一男氏 ②根本 葉子氏 

▼持ち物：筆記用具 

▼参加費：無料 

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 

 

 

「としまボランティアセンターだより」に 

            記事を掲載してみませんか？ 
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▼対象：どなたでも 

▼定員：20名 

▼申込：メールにて申込。(当日参加可) 

▼問合せ先：一般社団法人ホワイトアイコロキアム 

担当：苗加(なえが) TEL 090-4934-8127   

Eメール info@wecollo.org 

 

としま不登校・ひきこもり・発達障害 地域家族会「灯台」 

立ち上げ記念講演会 
▼内容：1部家族会活動から考えるひきこもり等の生きづ

らさを抱えたわが子への対応について、2部ひきこもり

の家族のお金を考える、3部対話交流※家族信託制度を

活用した家族の体験談報告もあり 

▼日時：3月3日(土)13：20～17：00(会場開場・受付開

始13：00～) 

▼会場：IKE・Bizとしま産業振興プラザ多目的ホール(池

袋駅) 

▼講師：畠中 雅子氏(ファイナンシャルプランナー)他 

▼参加費：資料代として1人500円(本人無料) 

▼対象：不登校・ひきこもり・発達障害等の生きづらさを

抱えた本人、家族、関係者、テーマに関心のある方 

▼定員：70名(先着順)※申込不要！直接会場へ。 

 ※事前に申込の方には、席を優先的に確保します。 

▼申込：電話、Eメールにて。 

▼その他：運営スタッフ、会員大募集中！  

▼問合せ先：としま不登校・ひきこもり・発達障害 地域

家族会 「灯台」事務局  担当：大橋 

TEL 080-6539-1304  

Eメール jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

 

箱庭療法ワークショップ 
▼内容：箱庭を作った後、講師と対話を重ねる。NLP・ゲ

シュタルト療法・サイコドラマなどの要素も統合的に活

用する。 

▼日時：3月25日(日)10：00～17：00 

▼会場：大東文化会館(東武練馬駅) 

▼参加費：7,000円 

▼講師：草柳 和之氏(大東文化大学非常勤講師) 

▼定員：20名(先着順) 

▼申込方法：電話で連絡ののち、参加費の振込[みずほ銀

行 桜台支店(普)1438903名義：メンタルサービスセン

ター草柳和之]※納入された受講費は、原則返金不可 

▼問合せ先：メンタルサービスセンター 担当：草柳

TEL3993-6147 

URL http://www5e.biglobe.ne.jp/~m-s-c/ 

 

 

 

 
 
 

 

＜イベント情報＞ 

日本伝承遊びと 

ニュースポーツでレッツ・ゴー 
▼内容：日本伝承遊び(コマやけん玉、手遊びなど)と新し 

く発展しているニュースポーツ(チームテンカボール、

スピード・ラガーゲッターなど)体験 

▼日時：①2月 18日(日)②2月 25日(日)いずれも 13：30

～16：00(受付13：15～) 

▼会場：としま南池袋ミーティングルーム 3階(東池袋駅) 

▼講師：高橋 紀子氏(ライフビジョンネット代表) 

▼費用：100円(保険代) 

▼定員：30 名 ※定員になり次第締め切り。定員を超え

た場合のみ連絡します。 

▼対象：親子、興味のある方 

▼申込：参加希望日と「日本伝承遊びとニュースポーツで

レッツ・ゴーに参加」の旨と、氏名、郵便番号、住所、

当日の連絡先、職業(差し支えない範囲)、年代を明記の

上、メールにて。 

▼問合せ先：ライフビジョンネット 

担当：鈴木 TEL5953-5727 FAX5953-5728 

当日連絡先080-2180-9084 

Eメールinfo-lvn@lvnw.jp  

 

 

 

アトリエ村での 2つのイベント 

1.ボランティア入門講座 
▼内容：①ボランティア活動とは：活動への基礎知識と

様々な活動のあり方、②傾聴について、現役傾聴ボラン

ティアとの座談会③意見・感想交換※アトリエ村での活

動体験希望者には希望日時にて体験可 

▼日時：2月18日(日)14：00～16：00 

▼会場：特別養護老人ホームアトリエ村 1階会議室 

▼費用：無料 

▼定員：20名 

▼申込締切：2月18日(日)12：00 

 

2.ボランティアの集い・交流会 
▼内容：日頃の活動の話、活動報告、ボランティアの方々

への表彰式(5年以上)、楽しいアトラクション 

▼日時：3月4日(日)13：30～16：00 

▼会場：高齢者在宅サービスセンターアトリエ村 1階会議

室 

▼対象：どなたでも(できれば事前申込希望) 

 

【共通項目】 

▼申込方法：TEL・FAX、直接来館にて住所・氏名・年

齢・電話番号を連絡 

▼問合せ先：特別養護老人ホームアトリエ村  

担当：布施川 TEL5965-3400 FAX5965-3403   
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森林の楽校（もりのがっこう）2018 
▼内容：廃校を活用した施設を拠点に、森づくり体験、竹

の食器づくり、カヌー等、四万十の人と自然とを満喫す

る2泊3日です。 

▼日時：3月16日（金）～18日(日) 

▼持ち物：水筒、作業に適した格好（長袖・長ズボン・防

寒具等）、軍手、靴、リュック等、雨具（傘＋雨ガッパ）、

手拭い又はタオル、保険証、筆記用具等 

▼活動場所：高知県四万十市西土佐中半(江川崎駅) 

※送迎あり 

▼参加費：会員23,000円/一般25,000円(保険・体験・宿

泊料、食費等) 

▼定員：10名 ※最小催行人数3名 

▼申込締切：3月7日(水)※締切日過ぎての申込みは応相談 

▼申込方法：名前、ふりがな、性別、年齢、所属、住所、

連絡先、交通手段などを記入の上、申込フォーム、FAX、

TEL、ハガキにて。 

▼問合せ先：認定特定非営利活動法人 JUON NETWORK（樹 

恩ネットワーク）担当：佐々木 

〒166-8532杉並区和田3-30-22 大学生協杉並会館5F  

TEL 5307-1102 FAX 5307-1091(9：30～18：00) 

Eメール juon-office@univcoop.or.jp 

URL http://blog.canpan.info/juon/archive/438 

 

 

東北支援チャリティ上映会 

映画「うたごころ(2012年版)」上映会＆ 

榛葉健監督講演会 
▼内容：東日本大震災の被災地・宮城県南三陸町を舞台に、

ひたむきに生きる女子高校生や家族たちの姿を描き、全

国で大きな反響を呼んでいるドキュメンタリー映画『う

たごころ』シリーズ。榛葉健監督曰く「さまざまな苦難

を抱える人たちに自ら<生きる力>を掴み取ってもらうた

めにこの映画がある。」上映会後は榛葉監督の講演会で

す。 

▼日時：3月6日(火)受付開始17：50／開演18：15 

20：30～榛葉監督講演会 

▼会場：としまセンタースクエア(東池袋駅) 

▼入場料：一般1,000円、高校生500円、中学生以下無料 

事前予約の上、当日支払い 

▼予約方法：電話かメールにて 

▼その他：会場に募金箱を設置。入場料と募金の総額から

諸経費を除く全額を南三陸町へ寄付。 

▼問合せ先：豊島区防災危機管理課 TEL 4566-2572 

Eメール akarinokaitokyo@yahoo.co.jp 

 
 

＜助成情報＞ 

オラクル有志の会 

ボランティア基金 
▼対象：東京都において社会的な貢献活動を行う都内に事 

 

務所を置く市民活動団体（ボランティア団体と NPO法人       

を優先する）で、平成30年7月以降平成31年3月まで 

に実施する事業を対象。（原則として、東京都内で行う事 

業が対象。） 

▼助成金：総額は、2,750万円以内 

助成希望額は、10万円から100万円の範囲内での額(万 

円単位）とし、原則として1法人又は1団体100万円を 

限度とする。助成決定額は、助成希望額をもとに運営委 

員会にて金額を決定する。 

▼申込締切：2018年5月 21日（月）必着 

▼申込方法：所定の「助成申請書」を応募期間内に、郵送 

にて提出。持参での受け付けは不可。 

▼説明会：4月3日(火)18:30～より、または5月5日 

(土)14：00より、飯田橋セントラルプラザ 12階会議室 

欠席の場合でも、応募資格は不問。※初めて申請する団 

体は出席が必須。 

▼問合せ先：三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 

公益信託課 オラクル有志の会ボランティア基金担当  

〒100-8212 東京都千代田区丸の内 1丁目4番5号 

  TEL 0120-622374(フリーダイヤル)(受付時間 9:00～

17:00、土日祝日等を除く) FAX  6214-6253 

 

＜その他＞ 

有終支援いのちの山彦電話 
▼内容：心身の悩みを抱えている方、対人関係等で悩ん 

でいる方、閉じ込めているおもいをどうぞお聴かせく 

ださい！ 

▼応需時間：月～木曜日・土・日・祝日 

12：00～20：00、金曜日 12：00～22：00 

※3月の東京都自殺防止月間は、土・日・祝日も電話 

対応します。 

▼問合せ先：有終支援いのちの山彦電話 TEL3842-5311 

URL https://inochi-no-yamabiko.jimdo.com 
 

 

＜芸能ボランティア紹介＞ 
東京アマチュアマジシャンズクラブ 
TAMC（東京アマチュアマジシャンズクラブ）は、マジック

(出演、教室)で明るい社会、楽しい生活を築くお手伝いを

します。高齢者施設や障害者施設、小中学校、幼稚園、保

育園、区民ひろば施設などを対象にマジックによる活動を

通じて明るく楽しい社会づくりに一層役立って参りたいと

考えております。会員派遣をご希望の節は問合せ先まで連

絡ください。 

▼日時：希望される日時 

▼活動地域：豊島区内で要請のあったところ 

▼対象：社会福祉施設、小中学校、幼稚園、子ども会、区

民ひろば交流施設等 

▼問合せ先：TAMC（東京アマチュアマジシャンズクラブ）

担当：池内 

TEL 090-1541-1573 FAX 03-3983-3447 

Eメール ikeuchi@cap.ocn.ne.jp 
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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） 

石川裕子、笠麻利子、小林一也、小林光子、 

㈱光通信、オリジン電気㈱、新麹町法律事務所、 

早稲田速記医療福祉専門学校、 

明治大学校友会豊島区地域支部、 

有料老人ホームサン・ラポール目白、 

郵便局（池袋駅前、巣鴨駅前）、地域文化創造館（雑

司が谷、南大塚、千早）区役所（税務課、地域保健課、

生活衛生課、西部生活福祉課） 

匿名7名  ※敬称略・順不同 

 

＜1月受付分：12/26～1/25に受付した分です＞ 

２６件 ５，１８４ｇ  

＜問合せ・申込＞ 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 

家族のため、会社のために、頑張ってきた皆さん。まだまだ「だれかの役に立てる！」と思いませんか？ 

第二の人生、様々な経験を活かして、地域のため、誰かのため、そして、ご自身のためにボランティア活動してみませんか？ 

男性のためのボランティア入門講座 inながさき 

 

【 日時・内容 】 

その一  ボランティア入門～“聞く”編～  

2月26日（月）13：30～16：30  ボランティア活動の基礎知識、先輩ボランティアの話など 

その二  ボランティア体験～“見る・やる”編～ 

3月8日（木）～19日（月）うち1日以上  区内福祉施設、ボランティア団体などでボランティア体験 

※受入先により活動できない日があります。 

※活動先は、「その一」の時にお申込みいただき、数日内に決定します。 

その三  まとめ～“踏み出す”編～ 

3月26日（月）13：30～16：00  体験の振り返り、ボランティア交流会など 

会場：特別養護老人ホーム アトリエ村（長崎4-23-1） 対象：長崎、南長崎周辺で活動可能な概ね60歳以上の男性 

定員：20名(3回全てに参加できる方)          条件：ボランティア保険に加入すること(300円) 

この講座は三段階で構成されています！ 

 

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。 
 

問合せ先：社会福祉協議会 地域相談支援課 CSW担当 

TEL 3981-4392 FAX 5950-1239 

設置協力のお願い 

「としまボランティアセンターだより」は、区

内公共施設（図書館、区民ひろば、区民事務所、

高齢者総合相談センターなど）や商店、金融機

関、理美容店、銭湯などに置かせていただいて

おります。 

もっと多くの皆さんにご覧いただけるよう、

設置にご協力いただける個人商店、クリニック、

事業所、企業、カルチャースクール、カフェや

レストラン等がありましたら、是非よろしくお

願いします！ 

定期購読について 

公共施設等で入手することが難しい方等、たよりの郵送をご希望の方

には、毎月ご自宅へお送りいたします。 

定期購読料…年額1,200円（1部100円×12ヶ月） 

※年度途中の申込みも可 

※支払い方法等は、お問い合わせください。 

 

デイジー版CDについて 

読売ボランティアセンター朗読グループのご協力により、「デイジー版

CD」を発行しています。視覚障がいのある方には、無料でお届けします

ので、希望される方はご連絡ください。 

 




