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〒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 

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） 

ボランティアを始めてみませんか？ 

お年寄りや子どもと

関わりたい、接したい 

は い 

いいえ 

ボランティア活動をしてみようとお考えの皆さん！ 

フローチャートで適正診断してボランティア活動を始めるヒントにしてみてください。 

スタート 

スケジュール帳は 

予定でいっぱい 

家にいるより 

外に出かける方が好き 

部屋はいつも片付いている 

人が喜んでいると

自分も嬉しくなる 

Cタイプ 
人の喜ぶ顔が 

好きなあなた！ 
 

⇒在宅福祉サービスの 

  協力会員がオススメ 

好奇心が 

旺盛な方だと思う 

凝りだし

たら止ま

らない 

Dタイプ 
コツコツ行う作業

が好きなあなた！ 
 

⇒切手整理や手芸など 

旅行はきちんと 

計画を立てる派 

Aタイプ 
人と接するのが 

好きなあなた！ 
 

⇒高齢者施設での 

活動がオススメ 

Bタイプ 
慎重派のあなた！ 

 
⇒ボランティア入門講座 

やイベントに参加 

してみては？ 

詳しい活動紹介は、次頁をご覧下さい。 
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高齢者元気あとおし事業登録説明会 
「高齢者元気あとおし事業」は、指定の施設等でボランティア活動を行うことで、ご自身の介護予防を「あと

おし」し、地域全体が元気になることを目的としています。 

◇日時: 5月 24日(木) 13：30～15：00 
◇会場：高田介護予防センター(高田 3-38-7) 

◇対象：①区内の 60歳以上の健康な方 ②介護予防サポーター養成講座受講修了者 

◇持ち物：筆記用具、「健康保健証」「運転免許書」など住所と生年月日が確認できるもの ※必須！ 

◇その他：説明会終了後、本事業の参加申込を受付します。 

 

 

 

 

 
      

ボランティア活動入門講座 
 「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：6月 12日(火) 18：45～20：45 
◇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、先輩ボランティアからのお話など 

◇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 

 

 

在宅福祉サービス協力会員大募集！！ 
あなたも“地域のささえ手”になってみませんか？ 

 

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：4月 26日(木) 14：00～15：30 
◇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：ビデオ上映、在宅福祉サービス（下記3事業）の概要について 

① リボンサービス：日常生活で不便を感じている高齢の方や、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。 

② ハンディキャブ：障がいのある方や高齢の方が、車いす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。 

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。 

◇対象：18歳以上で、地域福祉に理解のある健康な方（資格・経験不問） 

 

【問合せ・申込先】地域福祉推進課 TEL 3981-9250  FAX 3981-2946 
 
 

 

Ａタイプのあなたにオススメは・・・ 

Ｂタイプのあなたにオススメは・・・ 

Ｃタイプのあなたにオススメは・・・
は・・・ 

切手の整理ボランティア 
切手の会では、社会福祉協議会に寄付された使用済み切手を整理、分類する作業をしています。 

はさみを使い使用済み切手を指定のサイズに切り取る作業をしながら、楽しく会話をしてボランティア同士の 

コミュニケーションを大切に活動しています。 

◇活動日時：原則毎週月曜、水曜（祝日年末年始は除く、その他休みの日あり）10:00～11:30 
◇活動場所：豊島ボランティアセンター活動室(東池袋 1-39-2-4階) 

 

Ｄタイプのあなたにオススメは・・・ 

上記に関するお問合せは、豊島ボランティアセンターまで。 TEL 3984-9375 

 
 夜間開催！！ 

昼間お仕事をされている方も 

ぜひ、ご参加ください。 
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ボランティア募集！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

＜施設・団体＞ 

デイサービス長崎いずみの郷 
▼内容：昼食後の食器洗い、食器拭き、片付けなど(作業

終了後のティータイムは一緒にどうぞ♪) 

▼日時：月・火・木13：30～14：30、15：30～16：30 

(1時間でも2時間でも可) 

▼活動場所：当施設(東長崎駅) 

▼問合せ先：デイサービス長崎いずみの郷 

担当：佐藤、黒田 TEL 5917-6217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点訳サークル・ウィズ 
目の不自由な個人の方から直接依頼による書籍（日本語一

般、英語、数学、俳句、情報処理など）、劇団のパンフレ

ットや年間公演の予定表、月刊誌、季刊誌等の点訳を、個 

人のニーズを中心に、またサークル独自の企画も加えて、

パソコンによる点訳を行っています。一緒に活動してみま

せんか？ 

▼内容：パソコンでの点訳 

▼日時：火～土曜日、10：30～16：00 

▼条件：初心者でも可能だが、点訳の基礎を 

習得されている方が望ましい。 

初心者の方は70歳位まで。 

▼活動場所：読売ボランティア 

センター(目白駅) 

▼問合せ先：点訳サークル・ウィズ 

 担当：江上 TEL/FAX 5396-8965 

 

特別養護老人ホームゆたか苑 
ボランティア初心者の方も大歓迎です。ボランティアの皆 

様のご要望に応じ柔軟な対応をさせていただきます。お気 

軽にお問合せ下さい。 

 ▼内容：①歌等のレクリエーション活動、工作等の創作 

 活動②ベッドのシーツ交換③カラオケ活動及び利用 

 者の誘導補助④公文式学習教材による学習、利用者の補

助⑤書道クラブ活動の準備、利用者の補助⑥華道クラブ 

の準備、利用者の補助 

▼日時：①第2火・金曜日、第4金曜日10：00～12：00 

 ②毎週水曜日10：00～12：00③毎週水曜日10：00～ 

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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★日 時：①５月２１日（月）  １５：３０ ～ １７：００ 

②５月２２日（火） １８：３０ ～ ２０：００  

★会 場：豊島区民社会福祉協議会 会議室（区役所東池袋分庁舎３階） 

★その他：７月２３日(月)から８月３１日(金)までの間で、ボランティア体験プログラムを提供

できる施設・団体。活動分野は問いません。※但し、営利目的・宗教に関わる活動は除く 

①②いずれかに参加 

要申込 

夏！体験ボランティア 受入れ説明会 

福祉施設・ボランティア団体向け 

 

夏休み等を利用してボランティア体験を行う「夏！体験ボランティア」、通称“夏ボラ”！！ 

今年も参加者を受け入れてくださる施設・団体を募集します！ 

福祉施設やボランティア団体において、イベントやキャンプ、季節行事の手伝い、日常の活動補助など、 

新たなボランティアさんの活動の場を、是非ご提供ください。 

※新規受入先は、必ずご参加ください。 
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12：00④毎週木曜日10：00～12：00⑤第1・3土曜日 

14：00～15：00⑥第2・4土曜日 14：00～15：00 

▼持ち物：①上履き 

②活動に適した着替え②は必要に応じて 

▼活動場所：当施設(東長崎駅) 

▼その他：ボランティア保険に自動的に加入。 

▼問合せ先：特別養護老人ホームゆたか苑 

TEL 3959-2129 FAX 3959-2149  

Eメールyutaka-sc@douen.jp 
 

傾聴ボランティアステーション 
4 月から傾聴ボランティアステーションを開設します。話

を聴いてほしいと希望される高齢者の方と傾聴活動をする

ボランティアを結びつけ、活動を支援します。ステーショ

ンに登録して傾聴ボランティアを始めませんか？ 

▼内容：高齢者等の話し相手 

▼日時：応相談(月1～2回、1回につき 1時間以内) 

▼条件：傾聴に関する講座を受講済みの方 

▼活動先：区内の個人宅等 

▼問合せ先：豊島区社会福祉事業団傾聴ボランティア 

ステーション（法人事務所内）担当：伊藤  
TEL 5980-0294  FAX 5980-0295 

Eメール keicho@toshimaj.or.jp  

 

こどもの園 
羊毛で作るお人形の幼児向け「人形劇」のボランティアを

募集しています。お人形を作りながら、人形劇をお子さん

と一緒に楽しみませんか？毎回でなくてもかまいません。 

▼内容：羊毛作り、人形作り、人形劇手伝い 

▼日時：第1・3木曜日10：00～11：30 

▼その他：子連れも可 

▼活動場所：当園パート5(西ヶ原四丁目駅) 

▼問合せ先：こどもの園 担当：田口 

TEL 6903-5235 Eメールinfo@kodomo-sono.jp 

 

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12：40～15：30(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 

 

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 ※配達のボランティアも募集中！ 

▼日時：原則毎月第 1・3 木曜日 9：00～15：00(変更あ

り)※4月は休み、5月は第 3・4木曜日 

▼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：みらい館大明(要町駅) 

▼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  

 
 

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：6 月末までの平日・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。 
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▼活動場所：当財団東京事務所（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/ 

 

＜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＞ 
チェルノブイリ 32年・福島 7年救援キャンペーン 
広河隆一講演会 
▼内容：講演「チェルノブイリが福島に問うこと」 

▼日時：4月20日(金)19時開演(18：30開場) 

▼会場：ココネリホール(練馬駅北口) 

▼講演：広河隆一氏(フォトジャーナリスト) 

▼報告：鈴木薫氏(いわき放射能市民測定室たらちね事務局

長)、佐々木真理氏(チェルノブイリ子ども基金事務局長) 

▼入場料：予約1,000円、当日1,300円 

▼定員300名 

▼予約締切：4 月 19 日(木)15 時まで。定員になり次第締

め切り。 

▼その他：この催しの収益は、チェルノブイリと福島の原

発事故による被災児童のための救援金に充当。 

賛同金募集中 一口 1,000 円 郵便振替口座 00160-4-

98316 

▼問合せ先：チェルノブイリ子ども基金 

TEL/FAX 6767-8808  

Eメール cherno1986@jcom.zaq.ne.jp 

 

 

 

特定非営利活動法人が得か？ 

社団が得か？法人設立セミナー 
▼内容：特定非営利活動法人と一般社団、財団法人との違

いは何か？どの法人格が向いているか？それぞれのメリ

ット・デメリット、その他、税制の違いなどを詳しく検

証。さらに、早く確実な設立やスムーズな運営ポイント

を、設立支援数1,500団体超の実績を持つ専門家が、直

接解説します。 

▼日時：5月16日(水)14:00～16:00(受付13:45～) 

▼会場：新橋アイランドビル 1階会議室(御成門駅) 

▼参加費：3,000円(税・テキスト代込) 

▼対象：特定非営利活動法人・社団法人・財団法人の設立

を検討されている方 

▼定員：8名(最少催行人数3名、定員になり次第締切) 

▼申込方法：名前・住所・連絡先を記載の上、TEL・FAX

またはメールにて。 

▼問合せ先：特定非営利活動法人国際ボランティア事業団 

担当：高野 TEL 5405-1813 FAX 5405-1814 

Eメール npoinfo@iva.jp  

 

特定非営利活動法人 
①設立(ガイダンス・相談)②運営(相談) 
▼内容：①特定非営利活動法の解説、法人化の意義、申請 

上の注意点、設立後の実務等②設立に関する具体的な相 

談や運営上の相談 

▼日時：①4月18日(水)、5月16日(水)18：00～20：00 

②随時(1回30分程度)電話相談も可。 

▼対象：①NPO法人をこれから設立する方②すでに活動し 

ているNPO法人・NPO対象 

▼費用：無料 

▼その他：これからNPO法人を設立する方は、ガイダンス 

に参加後、個別相談を利用。 

▼申込方法：予約制。電話か FAXで申込。 

▼問合せ先：東京ボランティア・市民活動センター 

TEL 3235-1171 FAX 3235-0050 

 

子ども講座 
～子どもに関する知識や技術を学ぶ～ 全 8講座 
▼日程・内容：①6月13日（水）開講式＆【講義】子ど 

もの居場所②7月10日（火）身近な物で作って遊ぼう 

③9月6日（木）子どもとメディア④9月21日（金）子 

どもの発達と愛着関係⑤11月13日（火）乳幼児の食べ 

る機能と発達⑥12月7日（金）乳児・幼児のおもちゃ 

⑦平成31年1月29日（火）子どもの足の発達と靴との 

関わり⑧2月7日（木）【講義】子どもの権利について 

&閉講式 

▼時間：平日の14：00～16：00(一部17：00まで)、 

①②14：00～16：00、③15：00～17：00 

④⑤⑥⑦14：00～17：00、⑧14：00～16：30 

▼対象：区内在住、在勤、在学で 20歳以上 

地域子育て支援に関心のある方、子育て支援活動に携わ 

っている方 

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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▼参加費：無料 

▼定員：各回30名 

▼その他：5講座以上参加者には、修了証を交付。 

詳しい案内は、5月初旬に送付。場所など要確認。 

▼申込：希望講座、氏名、住所、電話番号、所属(パート、 

学生、民生委員等)を記入の上、郵送、TEL、FAX、Eメ 

ールで応募。 

▼問合せ先：豊島区子ども若者課人材育成グループ 

TEL 4566-2474 FAX 3980-5042  

EメールA0017309@city.toshima.lg.jp 

 

介護予防サポーター養成講座 

(2日間) 
▼内容：シニアボランティアとして活動するための基礎知

識と実技を学びます。講座受講後は、高齢者福祉課が主

催する介護予防事業等で介護予防サポーターとして活動

することができます。介護予防サポーターとして登録を

いただいた方は受講日当日に行われる「高齢者元気あと

おし事業」の説明会後、同事業へボランティア登録もで

きます。 

▼日時：【1日目】5月21日(月)10：00～16：30 

【2日目】5月24日(木)10：00～15：30 

▼持ち物：筆記用具 

▼会場：【1日目】区役所本庁舎 807・808会議室(東池袋駅) 

    【2日目】 高田介護予防センター(都電学習院下駅) 

▼参加費：無料 

▼対象：区内在住の40代から70代までの健康な方 

▼募集人数：30名程度 

▼その他：動きやすい服装でご参加ください。 

▼問合せ先：豊島区高齢者福祉課 介護予防・認知症グル

ープ 担当：小野 TEL 4566-2434 FAX 3980-5040 

 Eメール A0015301＠city.toshima.lg.jp 

 

外国人のための無料法律相談会 
▼内容：必要な施策にたどりつけない日本語が不慣れな住 

民に対して、専門通訳士による支援のもと、法律家に相 

談できる「多言語法テラス」を提供。(相談例)ビザ・在 

留資格、結婚・離婚、相続、契約、交通事故、住まいの 

トラブルなど 

▼開催日：原則、毎月第2土曜日15：00～17：00、 

毎月第3金曜日19：00～21：00 

▼対象：日本で生活する外国籍の方とその家族・友人の方 

▼対応言語：英語、中国語、ハングル、フランス語など 

▼場所：東京ボランティア・市民活動センター(飯田橋駅) 

▼費用：無料 

▼申込方法：メール又はWeb 

メールフォームで 

①相談内容の概要 

②通訳希望言語を記入し連絡。 

▼その他：各時間の予約が入り 

次第、受付終了。 

▼問合せ先：特定非営利活動法人地球市民交流会(GCI) 

Eメール info@gci.or.jp  URL http://gci.or.jp/  

 

パソコン＆iPad＆iPhone教室 

5月期生募集 
▼コース名：①体験教室②パソコン入門(全 4 回) ③iPad

入門(全4回)④iPhone入門(全4回、iPhone持参) 

▼日時：①5月24日(木)12：45～14：15②5月8日～29 

日の火曜日10：00～11：30③5月10日～31日の木曜日 

10：00～11：30④5月7日～28日の月曜日15：00～ 

16：30 

▼会場：豊島区シルバー人材センター3階(池袋駅) 

▼定員：8名、申込先着順。 

※受講者1名の場合、休講になる場合あり。 

▼受講料：①無料②5,500円(材料費込)③5,800円(材料費 

込)④4,500円初回に全納(教材費含)。途中欠席の払い 

戻しなし。「個人レッスン」は 1回都度。 

▼対象：若い人から年配者まで 

▼申込方法：往復はがきか FAXに、 

コース名、受講開始月日、 

氏名、郵便番号、住所、 

電話番号、FAX番号を記入。 

はがきの返信には、返送先の 

連絡先、FAXの場合は必ず 

FAX番号を記入。 

▼その他：自宅へ出張して 

パソコンレスキュー、パソコン指導も可(1時間2,000 

円)相談ください。 

▼問合せ先：公益社団法人豊島区シルバー人材センター 

「パソコン教室係」〒170-0013豊島区東池袋2-55-6  

TEL 3982-9533 FAX 3982-9532 

 

＜イベント＞ 

JAMESの紙芝居 
▼内容：紙芝居と交流会 

▼日時：毎月第4日曜日 16：00～19：00 

5月(5月27日)より開始 

▼場所：しょうちゅうざんまい 2F(池袋駅) 

▼参加費：3,500円(飲み物代含む)、子ども無料 

▼定員：20名 

▼申込：氏名、住所、連絡先を記入の上、FAXにて。 

▼その他：子どもの参加大歓迎 

▼問合せ先：JAMESの紙芝居 担当：高井 

TEL 080-4077-7011 FAX 3987-5590  

 

劇団銅鑼公演：池袋モンパルナス 
▼内容：昭和初期、若き画家・靉光は太平洋画会研究所で 

、油絵の研鑽を積んでいた。彼とその仲間達は「池袋モ 

ンパルナス」と呼ばれた界隈で、貧乏ながらも芸術論を

戦わせエネルギッシュに生きていた。やがて戦時色が強 

くなる中で、彼らが求める“シュルレアリスム”に対す

る弾圧が強くなっていく。“自分の描きたい絵”を求め

た彼らは、新人画会を結成し、独自の展覧会を開く。 

▼日時：5月24日(木)～27日(日)14：00、19：00の2回 
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5月24日は19：00の回、5月27日(日)は14：00の回 

のみ 

▼会場：東京芸術劇場シアターウエスト(池袋駅) 

▼チケット代：一般5,000円、30歳以下 3,500円、高校

生以下1,000円(劇団電話予約のみ。当日学生証提示) 

※障がいの方で付添人が必要な場合のみ付添人 1名無料 

▼その他：聴覚障がい者の方には事前に台本を貸出可。チ

ケット予約の際に申しつけ。 

▼問合せ先：劇団銅鑼 担当：田辺  

TEL 3937-1101(平日10：00～18：00)  

Eメール info@gekidandora.com 

URL http://www.gekidandora.com 

 

＜その他＞ 

ヘルプマークを 

知っていますか？ 
街中や交通機関など生活の様々な場面で 

周囲からの配慮を必要としている方々が 

います。そういった方々をみんなで助け 

合う社会を実現するためこのカードが誕生しました。 

▼対象者：義足や人工関節を使用している方、内部障害や 

難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要として 

いることが外見から分からない方。 

▼ヘルプカードを身に着けた方を見かけたら 

①電車・バスの中で、席を譲って下さい。 

外見では、健康に見えても、疲れやすかったり、つり革 

につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方 

がいます。また、外見からは分からないため、優先席に 

座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けること 

があります。 

②駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いし 

ます。 

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に 

対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の 

昇降などの動作困難な方がいます。 

③災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。 

視覚障害者や聴覚障害者等の、状況把握が難しい方、肢 

体不自由者等の自力での迅速な非難が困難な方がいます。 

▼問合せ先：東京都福祉保健局 障害者施策推進部計画課

TEL 5321-1111(内線33-226) 

 
 

＜助成情報＞ 

ドナルド・マクドナルド・ 

ハウス財団 
▼申込資格：非営利団体 

▼使用用途：0歳～20歳までの子どもの健康や福祉を直接

改善するプログラム。多くの子ども達を支援する見込み

があるプログラム。必要性が高く目的が明確なプログラ

ム。団体の運営費や管理費(給与や交通費含む)以外の使

用用途全てを満たしていることが条件。 

▼助成金額：総額 200 万円(結果は 6 月下旬までに知らせ、

7月中旬に交付) 

▼申込締切：5月25日(金)消印有効 

▼申込方法：申請用紙に記入の上、郵送。 

▼その他：成果報告として報告書を作成し 31年3月末ま

でに提出が必要。財団が作成する冊子等に掲載すること

もある。助成金を使って実施した催しに関してメディア

への露出がある場合、当財団からの助成金であることを

明記。 

▼問合せ先：ドナルド・マクドナルド・ハウス財団 2018

年度助成金担当宛 〒163-1339 新宿区西新宿6-5-1新宿

アイランドタワー39階 TEL 6911-6068 FAX 6911-6198 
 

木下財団 
▼対象：障がい者支援を行う規模の小さな団体や NPO法人 

等の非営利民間団体を対象とし、施設の増改築および補 

修、備品等の調達に必要な費用の一部を助成。 

▼事業種類：小規模作業所や授産施設、グループホーム、 

地域活動支援、自立生活支援、就労継続支援等。※加齢 

に伴う障がい(高齢者)を除く。 

▼所在地：関東地区1都 6県(東京・神奈川・埼玉・千葉 

・茨城・群馬・栃木)に限定。対象外であっても東京か 

ら在来線で2時間程度であれば例外とする場合あり。 

▼助成限度額：30万円(1件当たりの上限) 助成金額は総 

額800万円 

▼助成期間：単年度事業 

▼選考基準：①実施する事業計画とその必要性が具体的に 

明記され、提出書類等に不備のないこと②作業活動が週 

3日以上開設されている③ボランティア活動の場合、サ 

ービスの提供を受ける障がい者の人数や内容を重視④過 

去に当法人の助成を受けていないものを優先 

▼対象外とする申込内容：①人件費や運営費が含まれるも 

の②同じ事業内容で他の団体に助成申請をしているもの 

③申請受付前および決定前に購入または着手したもの④ 

見積書(2ヶ所以上の相見積)とカタログ等が添付できな 

いもの※カタログを見積書の代用とすることは不可⑤備 

品購入の場合、金額、性能が事業内容として適切でない 

もの(用途に比べ高価な機種) 

▼申込締切：5月31日(木)必着 

▼申込方法：申請書を当ホームページからダウンロードし 

て必要事項に記入し、必要書類を添えて郵送で提出。 

▼問合せ先：社会福祉法人木下財団事務局  

〒104-0042 中央区入船 3-2-7 第二明治ビル6F 

TEL 6222-8927 FAX TEL 6222-8937 

URL http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/ 

  

センターだより設置協力のお願い 
「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！ 
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地域福祉活動費助成事業 
 

◇対 象：福祉の増進に係る活動を主体的に実施し、 

次の全ての要件を満たす団体 

①定款、規約、会則等を有する 

②事務局が区内にあり、構成員の大半が 

区内に居住している 

③団体組織内に会計機構がある 

④区民の社会福祉の充実・向上に寄与 

する事業を行う 

※本年度に豊島区やその他公的機関・財団 

などから補助金・助成金を受けている事業 

は対象外。1団体1事業 

◇対象事業：平成30年度中に実施する次の事業 

①啓発事業 ②レクリエーション事業 

③研修会など 

◇対象経費：事業実施に直接要する経費※団体運営に 

係る費用、備品などの購入費用を除く 

◇交 付 額：助成金対象経費の2分の1以内 

（10万円上限） 

 

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） 

神谷教美、設楽キクエ、鉄谷和子、品田和子、梅田禎子、 

㈱サンシャインシティ、日油技研工業㈱、㈱光通信、 

明治安田生命労働組合、瀧澤提灯店、川村小学校、 

明治大学校友会豊島区地域支部、江夏医院、 

早稲田速記医療福祉専門学校、郵便局(池袋駅前、巣鴨駅前)、

中央図書館、南大塚地域文化創造館、 

区役所（税務課、環境保全課、放課後対策課、総務課、 

地域保健課、西部生活福祉課） 

匿名3名  ※敬称略・順不同 

 

＜3月受付分：2/26～3/25に受付した分です＞ 

２７件 ７，１３６ｇ ハガキ ７枚 

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 

福祉学習の講師派遣助成 
豊島区立小中学校の授業および学校が主催する課外活動等において実施する福祉に関する講演会、 

講座等にかかる講師等の謝礼について、その費用の全額もしくは一部を助成します。 

◇助成額：一校あたり年間2万円まで。 

（例）講師：視覚障害当事者  内容：目が見えない人の日常生活や盲導犬とのかかわり方等についての講義 

◇申請方法：事業開催日の１か月前までに申請書を提出。 

＊福祉体験学習においてもお気軽にご相談ください。2ヶ月前までにご相談いただけると幸いです。 

上記2つの助成事業の申込締切は、 

所定の申請書を、5月31日（木）までに提出（必着） 

上記に関するお問合せは、豊島ボランティアセンターまで。 TEL 3984-9375 

サロン活動支援助成事業 
 

◇対 象：高齢者や障害者等の閉じこもり防止や、当事 

者同士の情報共有、たすけあいを目的とした 

サロン活動を実施し、次の全ての要件を満た 

す団体 

①団体の自主的、主体的な活動であること 

②広く区民に活動が周知され、区民の誰もが

参加できる活動であること 

③定期的に開催され、年間4回以上実施され 

ること 

④健康増進活動、介護予防・認知症予防活動、 

趣味活動、福祉や健康などに関する講座や 

教室による学習活動、当事者間の情報共有 

のいずれかの内容が含まれていること 

⑤政治活動、宗教活動又は営利活動を目的と 

していないこと 

※本年度に豊島区やその他公共機関・財団な 

どから補助金・助成金を受けている事業は対 

象外 

◇対象経費：開催経費、会場使用料、損害賠償保険料、 

講師謝礼、立上げ時準備金 

◇交付額：それぞれの経費ごとに上限あり 

 

平成 30年度 助成事業申請団体募集 




