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毎月 15日発行 
Vol.265 

2018年 7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） 

豊島区民社会福祉協議会では、大規模災害発生

時における支援活動等を目的に、災害ボランティ

アを養成・登録し、研修等を行いながら有事に備

えて育成しています。本講座を受講すると、災害

ボランティアとして登録できます。 

◇日時：8 月 29 日(水) 9：30～15：30 
(お昼休憩あり) 

◇会場：【講座】としま産業振興プラザ IKE・Biz 

6階第 3会議室(西池袋 2-37-4) 

    【防災体験】池袋防災館 

(西池袋 2-37-8) 

◇内容：【講座】 

・災害ボランティア 基本の「き」、 

・豊島区災害ボランティアの会活動報告、 

・豊島区防災危機管理課による豊島区の 

・現状と対策について 等 

    【防災体験】 
・防災体験ツアー(地震、煙、消火体験等) 

◇対象：区内在住、在勤、在学の方 

◇定員：30名 

◇応募締切：8月 13日(月) 

 

 

 

 

夏休み期間を利用してボランティア活動につい

て「学び」、気軽に「体験」できるプログラムで

す。8月の期間中にボランティア体験をしてみた

い方、ぜひご参加ください！ 

<追加募集説明会>※要事前予約、 

いずれかに本人が出席 

◇日時：①7月 24日(火)16：00～17：30 

②7月 24日(火)18：00～19：30 

③7月 25日(水)19：00～20：30 

(※③の回は中学生不可) 
◇会場：①②雑司が谷地域文化創造館地下 1 階 

多目的ホール(雑司が谷 3-1-7) 

③としま産業振興プラザ IKE・Biz6階 

多目的ホール(西池袋 2-37-4) 

◇対象：中学生以上で、ボランティア活動に 

興味・関心のある方 

◇参加費：300円(資料代、保険料含む) 

◇その他：会場の都合上、保護者の同席不可。 

遅刻・途中退席不可。 

※詳細や活動先一覧概要版などはホームページ

をご覧ください。 

 

【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 

「高齢者元気あとおし事業」は、指定の施設でボランティア活動(話し相手やお茶出し、食事の配膳・下膳な

ど)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。 

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)。 

◇日 時：8月 23日(木)10：00～11：00 
◇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)      
◇対 象：①豊島区民で 60歳以上の健康な方、または、②豊島区介護予防サポーター養成講座受講修了者 

◇定 員：20名(先着順、要事前予約)  

◇その他：登録希望者は、「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。 

好評につき、 

追加募集開催決定！！ 2018年 
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ボランティア募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜施設・団体＞ 

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、希望に応じて選択可。 

▼日時：平日 10：00～17：00の間で都合の良い日時 

▼活動場所：当協会事務所（池袋駅） 

▼対象：平日の日中に事務所に来ることが可能な方(交通

費自己負担) 

▼申込方法：電話で連絡の上、事務所に来所し登録 

▼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） 
 

おもちゃの図書館「あいじえん」 
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ています。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・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 12：40～15：30（祝日は休館） 

▼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 

 Eメール gyoumubu@shougaiji-zaidan.or.jp 

 

ＹＭＣＡ東京日本語学校 
台湾、韓国を中心としたアジアからの日本語研修生が、7

月 16日から 8月 4日まで短期日本語研修のため来日しま

す。そこで滞在中、日本語会話の相手および都内見学に同

行してくださるボランティアを広く募集しています。楽し

く有意義な国際交流にご参加いただけるチャンスです。皆

様のご協力をお願い申し上げます。 

▼内容：①日本語で会話をしながら、都内見学に同行 

    ②交流会での日本語会話 

▼日時：①7月25日(水) 9：00～13：00 

②7月31日(火) 11:00～13：00 

▼活動場所：①都内②当校（水道橋駅） 

▼申込方法：参加申込書に必要事項記入の上、郵便、FAX、

メールにて 

▼問合せ先：YMCA東京日本語学校 担当:ジョ 

TEL 3233-0615 FAX 3233-0715 

Eメール ayc@ymcajapan.org 

URL http://www.ayc0208.org/nihongo/JP/ 

 

オイスカ 
宮城県名取市被災地農家の「海岸林を再生させる」との強

い決意を支援します。今回は「海岸林再生プロジェクト」

のボランティアを募集します。10月までの第1または第3

土曜日を中心に、育苗や植栽に関する管理作業をお手伝い

いただきます。 

▼内容：育苗場の除草や植栽現場での草刈り、溝切りなど 

▼日時：7月 21日、8月 4日、※25日、26日、9月 1日、

15日、10月6日の9：00～17：00（※8月25日のみ

13：00～17：00） 

集合時間は朝9：00、又は昼13：00     

雨天決行(中止の場合は前日までにホームページにて案

内） 

▼参加費用：無料（当日募金を呼びかけます） 

▼持ち物：滑り止めつき軍手、汚れてもよい靴（底厚の地

下足袋など ※数日前に雨が降った場合は長靴をお勧め）、

長袖・長ズボン、帽子、1ℓ以上の飲み物、昼食、雨具、

タオル、着替え  

▼集合場所：オイスカ・名取市海岸林再生の会 第一育苗

場（名取市下増田字北原東 478） 

▼申込方法：ホームページの申込フォーム、電話・FAX 

・Eメールにて必要事項記入(住所・氏名・携帯電話番

号・参加希望日)  

▼問合せ先：公益財団法人オイスカ 海岸林再生プロジェ

クト担当 

 TEL 3322-5161 FAX 3324-7111 

 Eメール kaiganrin@oisca.org 

 URL http://www.oisca.org/kaiganrin/2994 

 

 

 
 

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）。 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

東京ヘレン・ケラー協会 
視覚に障害ある児童・学生・生徒が参加する全国唯一の音

楽コンクールです。普段、視覚障がい者と接する経験のな

い方でも大丈夫です。また、音楽に興味のある方も大歓迎

いたします。 

▼内容：会場受付や舞台袖での出演者誘導など 

▼日時：11月10日(土) ①8：30～13：00、 ②12:00～ 

16：00、 ③終日（8：30～16：00）のいずれかで活動 

▼応募条件：18歳以上（高校生は保護者同伴参加）で 

 10月19日(金)の打合せに参加できる方 

▼募集人数：①②各7名 ③3名 合計 17名 

▼申込締切：8月31日(金)必着 

▼活動場所：トッパンホール（江戸川橋駅）・当協会(高田

馬場駅) 

▼申込方法：電話・Eメール・ホームページより 

▼問合せ先：東京ヘレン・ケラー協会 

 TEL 3200-0525 

 Eメール onkon@thka.jp URL http://www.thka.jp/ 

 

 

火曜日本語サークル 
外国の方々とお話しをしてみませんか？中国はもちろん世

界中の方々と会話をします。何気なく話している日本語が

お役に立ちます。毎週でなくても結構です。来られる時だ

けでも、お気軽に直接おいで下さい。 

▼内容：外国の方々との会話、日本語学習のサポート 

▼日時：毎週火曜日(祝日は休み)19：00～21：00 

▼条件：高校生以上 

▼持ち物：筆記用具 

▼場所：東部区民事務所3Ｆ(大塚駅) 

▼その他：参加申込みの連絡不要。直接会場へ(初回のみ

簡単な説明があるので、15分前に会場へ)。 

▼問合せ先：火曜日本語サークル 担当：キヨムラ   

TEL 3935-0056   

 

 

豊島区肢体不自由児者を育てる会 
一緒に旅行に行って楽しい思い出をつくりませんか？ 

▼内容：1 泊旅行の付き添い（障がいのある会員の車いす

の介助や、入浴やトイレ介助など） 

▼日程：9月2日（日）～3日(月)1泊2日 

▼条件：同性介助のため、女性 

 経験不問ですが、18歳以上の体力のある方歓迎！ 

 ※未経験者でも、先輩ボランティアの丁寧なサポートが

あるので安心 

▼行き先：那須塩原方面 ※大型リフトバス利用 

     （集合場所：池袋の元豊島公会堂前） 

▼その他：交通費2,000円（一律）を支給 

▼問合せ先：豊島区肢体不自由児者を育てる会 

 担当：石川 TEL 090-5520-6841 FAX 042-388-6698 

  Eメール hatahataichiyaboshi@docomo.ne.jp 

 
 

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/ 

 

スノードロップ 
長崎4丁目に住む皆川怜大(れいた)18歳です。生まれつ 

き運動障害があり、自分で体を動かすことができないので、 

2 歳の時から機能回復訓練を地域の皆さんと続けています。 

人と関わることが大好きで色々なボランティアさんが来て 

くれることを喜びます。週1回、月1回でも構いません。 

お手伝いをお願いします。 

▼内容：ストレッチ訓練のサポート 

▼日時：月・水・金曜日17：00～18：30  

土曜日①10：00～11：30②16：30～18：00 

▼条件：中学生以上 

▼持ち物：動きやすい服装 

▼活動場所：皆川宅 豊島区長崎 4丁目(東長崎駅) 

▼連絡・問合せ先：スノードロップ 担当 皆川  

 TEL・FAX 3958-5189  

 Eメール mica1018@hotmail.com 

URL  http://snowdrop12san.wix.com/snowdrop123  
 

 

東大病院 にこにこボランティア 
▼内容：外来棟玄関ホールなどにおける受診手続き手伝い、 

 院内ガイド(検査室等の案内)、車イス利用の患者さんの 

介助、病院行事の手伝い(コンサート等)など 

▼日時：月～金(祝日・年末年始除く)①8：30～11：30、 

②9：30～12：30、③12：00～15：00、④9：30～11：30、 

⑤13：00～15：00、都合に合わせ選択可。④⑤は学生のみ。 

▼応募条件：説明会・面談及び研修に参加できる方 

❶1ヶ月2回以上活動できる方※❹❺の場合3回以上、 

❷2～3時間立ち仕事ができる方、❸6ヶ月以上継続して活

動できる方、❹10月1日現在18歳以上70歳未満の方(高校

生除く)、❺現在当院にて就業されていない方(派遣含む) 

▼活動場所：当院 

▼説明会・面談日：9月3日(月)13：30～ 

研修日：9月14日(金)15：00～ 

▼応募方法：所定の申込書(ホームページよりダウンロード

可)に必要事項を記入し、郵送またはメールにて 

▼締切：8月27日(月) 
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▼その他：面談の結果、活動できない場合あり 

▼問合せ先： 

東京大学医学部附属病院 医事課ボランティア担当  

〒113-8655文京区本郷7-3-1 TEL 3815-5411(内線30169)  

Eメール volunteer@adm.h.u-tokyo.ac.jp 

URL http://www.h.u-tokyo.ac.jp/recruitment/volunteer/index.html 

 

ARCH(Advocacy and Research Centre 
for Homelessness) 
東京には一体どれだけの人がホームレス状態にあるのか？

それをはじめて明らかにした取り組みが「東京ストリート

カウント」です。2年後にオリンピック・パラリンピック開

催を控える東京が、見た目だけ綺麗な都市になるのではな

く、多様な人が包摂される優しい都市になることができる

のか？深夜に自分の住む街を、自分の足で歩き、普段と違

う姿の街に出会い、東京がどんな都市になったらよいか一

緒に考えましょう。 

▼内容：東京ストリートカウント。河川敷、都内の駅や道 

路、公園などに寝起きしている人の人数を把握、集計。 

▼日時：①8月3日(金)13：00～17：00、 

②3 日(金)24：30～28：30、③4 日(土)24：30～28：30、

④5(日)13：00～17：00 

▼条件：18歳未満の方は保護者の承諾書(ホームページに 

あり)持参、中学生以下は保護者同伴必須 

▼持ち物：筆記用具(ボールペン) 

▼活動場所：①多摩川河川敷、②東京 23 区のうち外周部、 

 ③東京 23 区のうち中心部(豊島、新宿、文京等を予定)、 

④荒川河川敷 

▼募集人数：1,000名 

▼申込方法：ホームページのエントリーフォームより 

※登録できない場合、メールにて 

▼問合せ先：ARCH 担当：北畠 TEL 5734-3196  

Eメール arch.cd.office@gmail.com  

URL http://archcd.wixsite.com/arch 

 

としま案内人 駒込・巣鴨 
私達は豊島区を中心に、地域の名所旧跡をご案内するボラ

ンティア活動を行っている、生涯学習団体です。 

この地域が好き、歴史が得意、話す事が好き、地域活動を

検討中の方など、是非一度ご連絡をお待ちしております。 

▼内容：月1回のガイド活動(歴史や、庭園、社寺、ソメイ 

ヨシノの歴史)、ガイド活動のための勉強会、講演会、学

生との交流、社会貢献見本市への作品製作、他ガイド 

活動を支える月例会 

▼日時：ガイド活動…月1回土曜又は日曜9：30～12：00、

月例会…月1回月曜日、資料作成…月1回水曜日 

▼条件：地域活動、歴史文化に興味のある方 

▼活動場所：駒込・巣鴨、他この周辺 

▼会費：活動会費1,000円(年間) 

▼問合せ先：としま案内人駒込・巣鴨 担当：中川  

TEL 090-4414-7018  

URL http://toshima-guide.com/ 

ケア・インターナショナル  

ジャパン 
「あつめて国際協力」仕分けボランティアさんを募集して

います。ハガキや切手を整理して、国際協力に参加してみ

ませんか？ボランティアを始めたい方、国際協力に関心が

ある方、ご近所の方など、1 日だけでも参加可能ですので、

お気軽にご参加下さい。 

▼内容：全国から届く寄付物品(ハガキや切手)の仕分けや

集計 

▼日時：月～金曜日10：00～17：00の間で 1日 2時間以上 

▼活動場所：当事務所(目白駅) 

▼問合せ先：ケア・インターナショナル ジャパン 

担当：八木沢 TEL 5950-1335 FAX 5950-1375  

Eメール volunteer@careintjp.org 

URL http://www.careintjp.org/ 
 

豊島子ども 

WAKUWAKUネットワーク 
プレーパークは「冒険遊び場」とも呼ばれ、土・水・火・

木など様々な要素がある空間です。子どもたちの好奇心や

欲求を大切にし、やりたいことができる限り実現できるよ

うに運営しています。はじめての方でも、プレリーダーが 

2 人常勤しているので、わからないことは何でも聞いてく

ださい。 

▼内容：子どもと外遊び 

▼日時：水曜日～日曜日の 10：00～17：00 

 (2時間でも3時間でも可) 

▼活動場所：池袋本町公園内の一部(北池袋駅) 

▼申込：件名に「プレーパークボランティア」、氏名(ふり 

がな)、住所、電話番号、メールアドレス、年齢(学生か 

社会人か)、ボランティア可能な曜日や時間帯、を記入 

の上、メールにて。 

▼問合せ先：特定非営利活動法人 WAKUWAKUネットワーク 

担当：天野 TEL 090-3519-3745  

Eメール info@toshimawakuwaku.com 

 

心身障害児総合医療 

療育センター 
療育センターに入所している利用者の日常生活で使用する

物の制作のお手伝いです。ミシンが使えなくても、縫い物

の技術がなくても可。簡単な作業のお手伝いから始められ

ます。 

▼内容：縫い物、簡単な作業の手伝い 

▼日時：毎月第 1・3 火曜日(10：00～15：00)、昼食休憩

時間含む、午前・午後どちらか参加でも可 

▼条件：高校生以上 

▼持ち物：昼食にかかる場合は、昼食、飲み物 

▼活動場所：当施設(小竹向原駅) 

▼問合せ先：療育医療センター縫製ボランティア 

担当：井上 TEL 049-231-5469  携帯 090-1653-4487 

Eメール kimiko1931@docomo.ne.jp 
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＜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。 

 

Ｔ・Ｉさん(30代男性、池袋本町在住)
病気により、全身に強い痛みや、こわばりなどの症状が生

じ、体調が良くなく一人で思うように外出ができません。

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。 

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：車いす介助による通院時の付き添い 

▼日時：応相談 ※病院の予約による。 

▼活動場所：自宅(北池袋駅)又は池袋駅周辺 

▼その他：体格がよいので体力に自信のある方大歓迎。 

 

いんふぉめ～しょん 

～information～ 

＜講座情報＞ 

認知症サポーター養成講座 
～認知症への理解を深め、困った方へのお手伝い！ 

 受講後は認知症サポーターの 

オレンジリングのお持ち帰りを！～ 
▼日時：7月22日(日) 13：30～15：00 

▼講師：豊島区キャラバンメイト 

▼会場：特別養護老人ホーム アトリエ村  

デイサービスセンター フロア（東長崎駅） 

▼参加費：無料 

▼定員：20名程度 

▼申込締切：7月18日（水） 

▼申込方法：電話、FAX（住所・氏名・年齢・連絡先）、 

 直接来館により 

▼問合せ先：アトリエ村高齢者総合相談センター 

TEL 5965-3415 FAX 5995-8168  

 

 
 

救命救急講習会 
～「普通救命講習」を受講して 

救命技能認定証を取得しよう！～ 
▼内容：救命技能認定証取得コース 

▼日時：7月22日(日) 9：00～12：00 

▼講師：東京防災救急協会救命講習専門講師 

▼会場：特別養護老人ホーム アトリエ村  

デイサービスセンター フロア(東長崎駅) 

▼参加費：1,400円（教材費含む） 

▼定員：20名（先着順） 

▼申込締切：7月20日（金） 

▼申込方法：電話、FAX（住所・氏名・年齢・連絡先）、 

 直接来館により 

▼問合せ先：特別養護老人ホーム アトリエ村 

 担当：布施川 TEL 5965-3400 FAX 5965-3403 

  

 

としまコミュニティ大学講座 

どうなる?!これからの世界と日本 
▼内容：歴史をさかのぼりながら、これからの世界と日本 

について考える。 

▼日時：8月2日(木) 13：30～15：00 

▼講師：井上 寿一氏（学習院大学教授） 

▼会場：学習院大学 中央教育研究棟 302教室(目白駅) 

▼参加費：1,620円（学習院大学生は無料） 

▼定員：100名 

▼申込方法：電話またはホームページより  

▼問合せ先：学習院さくらアカデミー 

 TEL 5992-1040 

URL http://g-sakura-academy.jp/ 

 

 

東京大学地震研究所 
一般公開・公開講義 
▼日時・内容：8 月１日(水) (1)研究展示・学生実験な

ど（申込不要）10：00～16：00 

   (2)公開講義(事前予約優先）13：00～15：15 ①災害

の軽減のための地震発生予測はどこまでできるか？②

じしんがないはなし 

▼講師：①平田 直氏（東京大学地震研究所教授） 

    ②平賀 岳彦氏（東京大学地震研究所准教授） 

▼会場：東京大学地震研究所（東大前駅） 

▼参加費：入場無料 

▼定員：公開講義については有、満席の場合はサテライト

会場あり 

▼公開講義申込方法：ホームページより 

▼問合せ先：東京大学地震研究所 庶務チーム 

TEL 5841-5666、5841-5667  

URL http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/panko/ 

 

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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災害救援ボランティア講座 
▼内容：「災害時、わが身と家族の命を守る」ため実践的

な防災の基礎知識と応急手当を学ぶ。修了時には『セー

フティリーダー認定証』、上級救命講習修了者には『上

級救命技能認定証』が交付。 

▼日時：①8月10日(金)9：00～17：00（上級救命講習） 

    ②8月11日(土)9：00～17：00 

（災害救援ボランティアの基本など） 

    ③8月12日(日)9：00～16：50 

             （災害模擬体験と実技など） 

▼会場：①②③一橋大学東キャンパス マーキュリータワ

ー3階(国立駅)③立川防災館（立川駅） 

▼参加費：一般15,000円、学生10,000円 

（教科書・教材費認定証作成、保険料等の実費） 

▼対象：災害救援ボランティアに必要な基礎的知識・技能 

を身につけることを希望する方（ただし、18 歳未満の

方は保護者の承諾要。また、12 時間程度の実技訓練が

負担と判断される場合は受講を断る場合あり）。 

▼定員：40名（定員を超えた場合は連絡の上、次回優先 

的に受付する「優先登録制度」あり） 

▼申込方法：FAX、郵送、ホームページより 

▼問合せ先：災害救援ボランティア推進委員会  

担当：宮﨑 〒102-0073 千代田区九段北 1-15-2-3F 

TEL 6822-9900 FAX 3556-8217   

URL http://www.saigai.or.jp/ 

 

 

学生向けファシリテーション研修 
学ぼう！伝えよう！世界の「食料問題」 
▼内容：全 2回の研修を通して世界の「食」の問題を深く 

学び、人に効果的に伝える方法を身につける。 

▼日時：【研修】 8月 4日 (土）10：00～18：00 

8月25日（土）13：00～17：00 

 【成果報告会】11月18日（日) 13：00～17：00 

▼対象：①高校生、大学生、専門学生、②「飢餓」「世界

の食料問題」などに興味がある人、③研修と成果報告会

に参加でき、10 月 1 日(月)～31 日（水）の「世界食料

デー」月間に飢餓を伝えるアクションを実施できる人

（実践の機会はHFWでも提供）①～③のすべての条件に

当てはまる人 

▼会場：当事務所（飯田橋駅） 

▼参加費：無料 

▼定員：20名 

▼申込締切：8月1日(水) 

▼申込方法：事前に E メールにて申込（メールの件名は

「学生向けファシリテーション研修」とし、①名前、②

学校名・学年、③応募のきっかけ(200 字程度）を記

入）  

▼問合せ先：特定非営利活動法人 

ハンガー・フリー・ワールド 担当：四元（よつもと）

TEL 3261-4700  

Eメール info@hungerfree.net 

 

 

全国食事サービス活動セミナー 
▼内容：①高齢者の栄養問題を見つめて、②施策・先進事

例を知る、③活動の輪を広げる・つなぐ(グループワー

ク) 

▼日時：7月 29日 (日)10：10～16：30（受付・ポスター

展示は9：30開始） 

▼対象：食事サービスに携わっている人・これから始めた

いと思っている人、ボランティアを主体とした居場所に

携わる人（子ども食堂、コミュニティカフェ等）、学生、

研究者、行政、企業ほか、関心のある人なら誰でも参加

可。 

▼講師：①熊谷 修氏（東京都健康長寿医療センター研究

所協力研究員）、②三政 貴秀氏（秋田県小坂町役場）

松本 春美氏（社会福祉法人青山里会）、③山崎 美貴

子氏（東京ボランティア・市民活動センター所長） 

▼会場：ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グルー

プ（水道橋駅） 

▼参加費：一般3,000円、学生 1,500円 ＊弁当付 

▼定員：100名（先着順） 

▼申込締切：7月26日(木) 

▼申込方法：電話、ホームページより 

▼問合せ先：全国食支援活動協力会 

TEL 5426-2547  

URL http://www.mow.jp 

 
 

＜その他＞ 

「日本女性学習財団 未来大賞」 

レポート募集 
▼対象：男女共同参画社会、多様な人々が生きやすい社

会の実現に向けて、次への一歩を踏み出したい人、踏み

出した人、踏み出す人を支援する人(グループ)の想いや

その過程などをまとめたレポートを募集。地域デビュー

やNPO設立、災害からの復興など、幅広い領域を対象。

個人およびグループ（性別国籍不問）の申込可。 

▼助成金：大賞１篇 奨励金 10万円 

▼申込締切：8月31日(金)消印有効 

▼申込方法：所定応募用紙を財団に請求（HP からのダウ

ンロード可）のうえ、提出物を郵送（簡易書留）または

Eメール添付ファイルにより送信  

 ※レポートには応募規定あり 

▼問合せ先：公益財団法人 日本女性学習財団 未来大賞係 

〒105-0011 港区芝公園 2-6-8 日本女子会館5階  

TEL  3434-7575 Eメール jawe@nifty.com 

URL http://www.jawe2011.jp/nii_awards/index2018.html 

 

https://www.irasutoya.com/2017/09/blog-post_0.html
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( もりのがっこう ) 

トキの島 森林の楽校 2018夏 

～空舞うトキに、会うために！～ 
▼内容：①トキ野生復帰を助ける、藪払い・田おこし等の 

里山保全活動 、②野生復帰したトキの観察 

▼日程：8月20日（月）～22日（水）2泊3日 

▼活動場所：新潟県佐渡市（佐渡島）佐渡汽船両津港ター

ミナルより送迎あり 

▼参加費：学生12,000円、社会人（会員）13,000円、 

 社会人(一般)15,000円 

▼対象：どなたでも 

▼定員：20名 

▼締切：8月8日（金）締切日以降の申込みは要相談 

▼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 

▼申込方法：ホームページより 

▼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 

 TEL 5307-1102（9：30～18：00） 

 FAX 5307-1091 Eメール juon-office@univcoop.or.jp  

  URL http://blog.canpan.info/juon/archive/465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国手話検定試験 
～試してみませんか？ 

あなたのコミュニケーション能力！～ 
▼試験日：10月13日(土)5・4級、10月14日(日)3・2級、

10月20日(土)準1級・1級  

▼対象者：手話学習者 

▼資料請求期間：7月31日(火)まで 

▼申込締切：8月12日(日) 消印有効 

▼申込方法：①ホームページ、②コンビニエンス・ストア

の端末機、③郵送（団体申し込みは郵送のみ） 

▼問合せ：全国手話研修センター  

 〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 3-4 

 TEL 075-871-9741 FAX 075-873-2647 

 URL http://www.com-sagano.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

親族のための 

親族の「成年後見人」等を選任してもらうために 

裁判所へ提出する書類の作成、取得方法や、後見人 

に選ばれた際の業務などの実務について学びます！ 

 

注）成年後見制度の説明会ではありません。 

制度自体を知りたい場合は下記へ 

問い合わせください。 

成年後見実践講座(2日間連続) 

) 

 
【日 時】8月 9日（木）・10日（金）  

両日とも 14時 00分～16時 00分まで 

【会 場】としま南池袋ミーティングルーム  

302会議室(東池袋駅） 

【講 師】弘中 章氏（弁護士） 

【対象者】原則、区内在住・在勤の両日参加可能な 

方で、実際に親族のための法定後見申立 

を予定している方 

【定 員】30名 
 

≪問合せ・申込先≫ 

豊島区民社会福祉協議会 

福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」 
TEL 3981-2940 FAX 3981‐2946 

 
 

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） 

＜6月受付分：5/26～6/25に受付した分です＞ 

30件 6,175ｇ 

飯山正、石塚、水岡とし子、小田島政代、田島由美子、 

㈱光通信、島津メディカルシステムズ㈱東京支社、 

オリジン電気㈱、三信製織㈱、瀧澤提灯店、ゆいまある、 

としまコスモスの会、介護支援センターアスクアフター 

東京豊島西ライオンズクラブ、大原情報ビジネス専門学校、 

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、郵便局(池袋駅前、巣鴨駅前)、池袋西地区 

民生委員児童委員協議会、区役所(税務課、子育て支援課、 

障害福祉課、学務課、保育課、地域保健課）、匿名4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 

ＣＳＷ 
コミュニティソーシャルワーカー からのお知らせ 
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◇被災地でのボランティア活動を希望する方へ  

このたび、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による災害により亡くなられた方々の

ご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 (豊島ボランティアセンター)  

 

① 最新情報を確認！ 
現地の状況は刻一刻と変わります。常に最

新の情報を確認し、正しい情報を入手しま

しょう。また、報道などの情報から勝手な

思い込みをしないようにしましょう。 

最新情報は下記ホームページ等 

で確認してください。 

 

 

② 万全の準備！ 
現地は混乱していることが予想されます。活動時の服装や物品は 

現地調達ではなく、行く前に揃えましょう。食事・宿泊場所、 

交通手段は自身で確保しましょう！ 

 

 

 

大阪府北部地震による災害ボランティア・支援情報 

③ ボランティア保険に加入！ 
危険が伴う活動も多いので、加入しましょう。天災プランがおすすめで

す。熱中症も補償対象です。なるべく地元で加入してから被災地へ！ 

 
④ 安全第一！ 
水分補給など、自身で健康管理をし、体調がすぐれない時は無理をせず活動を中止してください。 

◇災害ボランティアに関する情報源  

・全国社会福祉協議会 https://www.saigaivc.com/     

・大阪ボランティア協会http://www.osakavol.org/ 

・東京ボランティア・市民活動センター https://www.tvac.or.jp/ 

 

■義援金(被災された方々に届く寄付) 

団体名 金融機関 口座番号 口座名義 

大阪府 りそな銀行 大阪公務部 (普)1832206 平成30年大阪北部地震義援金 

大阪府共同募金会 

ゆうちょ銀行 00950-9-333113 大阪府共同募金会  

大阪府北部地震義援金 りそな銀行 大手支店 (普)0094445 

◇現金書留 ※現金書留封筒に「救助用郵便」と明記すれば、郵便料金免除。 

(宛先)〒542-0065大阪府大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内 

 社会福祉法人 大阪府共同募金会 

日本赤十字社 

ゆうちょ銀行 00120-5-587864 日赤平成30年大阪府北部地震災害義援金 

三井住友銀行 すずらん支店 (普)2787541 

日本赤十字社 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 (普)2105534 

みずほ銀行 クヌギ支店 (普)0620383 

りそな銀行 大手支店 (普)0094429 
日本赤十字社大阪府支部  

支部長 尾崎 裕(オザキ ヒロシ) 

■支援金(現地で支援活動等に取り組む団体に届く寄付) 

団体名 金融機関 口座番号 口座名義 

中央共同募金会 三井住友銀行 東京公務部 (普)0042262 社会福祉法人 中央共同募金会 

日本財団 

オンライン寄付 下記ホームページより 

https://kifu.www.nippon-foundation.or.jp/dras/#donate_online 

三菱UFJ銀行 本店 (普)1660782 公益財団法人 日本財団(ニッポンザイダン) 

 

 

今の時期は熱中症に 

気を付けてください！ 

◇義援金、支援金  ※どの支援段階においても、非常に有効な支援活動のひとつです。 

使用済み切手・書き損じハガキのご寄付者欄は、7頁に掲載しております。 

 

義援金、支援金の受付期間は

いずれも9月28日(金)まで 

 


