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毎月 15日発行 
Vol.266 

2018年 8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） 

予告 

精神の病についての知識と理解を深め、障害のある方の理解者・支援者になりませんか。 

豊島区内の障害者施設などで、ボランティア体験を行うことができます。 

また、体験後には、講師の講演があり、施設スタッフを交えながら皆さんと体験を振り返ります。 

◇日時：10 月 14 日(日) 9：20～15：00 (お昼休憩あり) 
◇会 場：千登世橋中学校(目白 1-1-1) 

◇ボランティア内容：①競技進行上の用具の準備 

②障がい者の誘導、援助 

③競技への参加(準備体操、整理体操の実演等)等 

当日は、中学生のボランティアと一緒に活動 

◇条 件：ボランティア説明会に参加できる方 

《 説明会(要予約) 》 

10月 5日(金)11：00～12：00 

豊島ボランティアセンター活動室(東池袋 1-39-2区役所東池袋分庁舎 4階) 
 

【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 

◇日時：①オリエンテーション  9月 19日(水)14：00～16：00 

②ボランティア体験活動 10月 1日(月)～31日(水)の間で希望する 1日以上  

活動日・活動時間は施設による 

③講演と交流会(振り返り) 11月 7日(水)14：00～16：00 
◇会 場：①、③としま産業プラザ IKE・Biz6階第 3会議室(西池袋 2-37-4)②豊島区内の障害者施設 

◇講 師：古俣氏(地域活動センターこかげ) 

◇参加費：200円(資料代)、300円(ボランティア保険料) 

◇定 員：30名(先着順、要事前申込) ◇応募締切：9月 18日(火) 

 

 

 

スポーツのつどいは、障がい者の方が屋外で体を動かすことを通じて、健康の増進と精神のリフ

レッシュを図るための運動会です。そのお手伝いをしてくださるボランティアを募集します。 

7月 5日から降り続いた豪雨により、西日本を中心に甚大な被害が発生しました。この豪雨に 

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、被災された皆様に心からお見舞

い申し上げます。                                              豊島ボランティアセンター 
 

豪雨による災害ボランティア・支援情報は 8頁をご覧ください。 

 ①オリエンテーション、 

②体験、③講演と交流会、 

各回のみの参加も大歓迎♪ 

☞ 
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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、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、シーツ交換、洗濯物の整理などです。皆さんも、 

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。 

8月 23日(木) 10：00～11：00 

9月 12日(水) 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：各20名（先着順、要事前予約） 

◆対象：①60歳以上の健康な豊島区民、②豊島区介護予防サポーター養成講座修了者、①か②いずれかに該当する方 

◆その他：説明会終了後、本事業の参加申し込みを受け付けます。            

※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、お気を付け下さい。 

 ◆申込・問合せ：豊島ボランティアセンター TEL：3984-9375 FAX：5954-7105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅福祉サービス協力会員募集説明会 

（リボンサービス・ハンディキャブ・困りごと援助サービス） 
 

8月 29日(水) 14：00～15：30 

会場：巣鴨地域文化創造館（巣鴨 4-15-11） 
 

8月 30日(木) 14：00～15：30 

会場：千早地域文化創造館（千早 2-35-12） 
※両日同一内容につきご都合のよい日に参加ください。 

在宅福祉サービスでは地域の皆さんの参加と協力により、豊島区内にお住まいで高齢や障がい等でお困りの方に対し、 

以下の事業を行っています。 

①リボンサービス（家事援助や外出の付添い等のサービス）、 

②ハンディキャブ（車いすのまま乗車できるリフト付き自動車の運行） 

③困りごと援助サービス（電球交換等 30分程度で終了する簡易作業） 

現在事業に協力していただける協力会員の募集をしています。18歳以上 

(ハンディキャブは21歳以上等の条件あり)で 

地域福祉に理解のある健康な方ならば、誰でも登録できます。 

好きなこと、自分にできること、空いた時間で活動できます。 

ご近所やお友達をお誘いの上、まずは説明会にご参加ください。 

申込・問合せ：豊島区民社会福祉協議会 ボランティア担当 TEL：3981-9250 FAX：3981-2946 

                             Eメール：tomonii@t.toshima.ne.jp 

 

 

 

 

※両日同一内容 
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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 

＜えびす祭りボランティア＞ 

毎年9月にえびす祭りを開催しています。各フロアー毎、

通所、リハビリ、食養課、事務等々、工夫をこらして楽

しい催しを行っています。当日は職員が利用者さんの介

助で、手が足りません。ボランティア協力をしていただ

ける方はご連絡ください。 

▼内容：模擬店やゲームの手伝い 

▼日時：9月9日（日）13：30～16：00（13：00集合） 

▼申込締切：8月31日（金） 

＜傾聴・クラブ活動手伝いボランティア＞ 

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) 

＜両ボランティア共通事項＞ 

▼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/ 

 

愛のつどい実行委員会 
障がいのある方とボランティアで東京ディズニーランドへ 

行きましょう！！班行動（8～15 名位）で行動します。初

めての方も安心してご参加ください。 

▼内容：障がいのある方とボランティアでディズニーラン 

ドに行く。 

▼日時：10 月 28 日(日) 8：25 セレモニー、16：00 解散、 

雨天決行 

▼集合時間：障がいのある方＆同伴者8：10、ボランティ  

ア7：50、班長＆副班長7：30 

▼場所：東京ディズニーランド（集合場所は地図でお知 

せ） 

▼参加費：障がいのある方1,000円、同伴者 大人6,800円 

中人5,900円、小人4,900円、ボランティア 3,500円 

※パスポート、保険代含む 

※パスポート持参の場合参加費無料 

▼対象者：障がいのある方は程度不問 

 ボランティアは18歳～65歳で体力に自信のある方、経 

験不問（初参加ボランティア申込は 65歳まで・経験者 

70歳まで） 

▼定員：障がいのある方 100名、ボランティア200名 

▼申込期間：9月1日(土)～9月8日（土） 

▼申込方法：FAX、Eメール、HP申込フォームより 

▼その他：ボランティアの事前説明会あり 

 10月6日(土)16：30～山崎企業年金基金会館（市川駅） 

▼問合せ先：愛のつどい実行委員会 担当：タイドウ 

TEL 090-5215-2403 FAX 047-323-0133 

Eメール ainotudoi@nifty.com 

URL http://homepage2.nifty.com/odiat/ 

 

 

パトラン JAPAN 
私たちは普段の個人活動はもちろん、月に数回合同で防犯 

パトロールしています。行政・警察との連携により、パト

ロールが必要な地域を回ります。安心して暮らせる社会の

実現を目指して、私たちと一緒に走りませんか？あなたの 

ランが防犯に繋がり、たくさんの笑顔に繋がります。 

▼内容：防犯ボランティア 

▼日時：毎月第4木曜日 19：30～雨天中止 

▼場所：都内（パトランHPで確認） 

▼持ち物：反射タスキ・ハンドライト 

▼対象者：交通ルールを守れる方で、大学生以上の健康な 

 方（高校生以下は親同伴） 

▼申込方法：電話で事前連絡（当日参加可能） 

▼問合せ先：特定非営利活動法人改革プロジェクト 

 パトランJAPAN 担当：渡部 

TEL 090-5510-8652 Eメール patorun.in@gmail.com 

URL http://patorun.com/progrum/team 

 

 

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） 
 

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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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 

 
 

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： 8月※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 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

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 
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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) 

▼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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＞ 
 

老い支度講座(全 2回) 

～あなたの“もしも”に備えて～ 
▼内容：①残す家族に思いを託す“遺言”  

    ②後世の負担を減らす“墓じまい” 

▼講師：①冨永 忠祐氏（弁護士） 

    ②須藤石材㈱、(福)東京福祉会 

▼日時：①9月4日（火）10：00～12：00 

    ②9月6日（木）10：00～12：00 

▼会場：IKE・Bizとしま産業振興プラザ 

6F多目的ホール（池袋駅） 

▼対象：関心のある区民で、2日間参加できる方 

▼定員：70名 要予約、先着順 

▼申込方法：必要事項記入の上、8月13日(月)9：00～ 

電話、FAX、Eメールにて受付開始 

▼問合せ先：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 

Eメール siensitu@a.toshima.ne.jp 

 

 

 

 

メディカルスポーツ 

ポールウォーキング 
体験講習会 
▼内容：効き目のある「しっかり歩き」で健康寿命を 

のばす。アドバンスコーチ3名によるマンツーマン 

指導。 

 ▼指導：日本ポールウォーキング協会認定コーチ 

▼日時：9月15日（土）10：00～14：00 

  （受付開始 9：40～） 

 ▼場所：有楽町線「東池袋駅」7番出口直結 

エアライズタワー1階フロント集合 

 ▼費用：1,500円（会議室、資料、保険、お茶代） 

  レンタルポール代500円 

 ▼定員：10名 

 ▼服装：ウォーキングに適した服装とシューズ 

 ▼持ち物：両手の空くリュック、汗ふきタオル、 

  簡単な行動食（飲み物、飴等）など 

 ▼問合せ先：特定非営利活動法人なやまんと 

  担当：工藤 TEL 6914-1520 FAX 6914-1521 

  Eメール info@npo-nayamanto.jp 

 

 

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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「認定」を目指す NPO法人のための 

個別相談・専門相談 
▼内容： 

①個別相談...認定 NPO 法人とは、認定申請手続きに

ついて、認定要件について、寄付金算入の確認、申請

書類の書き方、認定・仮認定の申請の選択他など実情

に合わせて対応。 

②専門相談...提出前の書類最終確認、「個別相談」

の結果、専門的な相談が必要と判断された内容を面談

で対応。  

▼相談員: 

①東京ボランティア・市民活動センター専門員 

  ② 関口 宏聡氏（NPO法人シーズ・市民活動を支え 

る制度をつくる会代表理事） 

▼日時： 

①随時（TVAC相談員在籍時）1団体50分程度 

 ②9月12日(水)14：00～17：00 1団体50分 

  程度、1団体につき年度内2回まで利用可 

▼場所：東京ボランティア・市民活動センター 

(飯田橋駅) 

▼相談料：無料 

▼対象者： 

①東京都に主たる事務所のあるNPO法人のスタッフや 

役員等 

 ②①の利用団体 

▼申込方法：電話で担当者を呼び出し事前予約。 

▼問合せ先：東京ボランティア・市民活動センター 

  (TVAC) 

 TEL 3235-1171 FAX 3235-0050 

  

 

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 

いとは何か？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 1500 団体超の実績を持つ専門家が、

直接解説。 

▼日時：8月29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（新橋駅） 

▼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：先着8名（最小催行人数3名、定員に達し次第 

締切） 

▼申込：名前・住所を記入の上、TEL・FAXまたはE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 

＜イベント＞ 
 ( もりのがっこう ) 

そばの里 森林の楽校 
▼内容：①中部北陸自然歩道の整備、②スターフォレスト 

利賀周辺の草刈り、③地元の方々との交流、④水無湿原

の保全整備、⑤水無湿原の魅力を高める登山道の整備 

▼日程：9月16日（日）～17日（月・祝）1泊2日 

▼活動場所：富山県南砺市利賀村坂上 

▼参加費：学生 7,000+α円、社会人（会員）8,000+α円、 

 社会人(一般)10,000+α円 

▼対象：どなたでも 

▼定員：10名 

▼締切：9月6日（木）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/471 

 

 

 

＜助成金＞ 

ボランティア活動助成 
▼内容：①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及び 

 その他、社会的意義の高いボランティア活動、②地震・

豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支援活動、 

③「第1回子ども支援活動助成」の同時募集 

▼応募資格：ボランティア活動を行っているメンバーが 5

名以上で、かつ営利を目的としない団体（任意団体、財

団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等） 

 ※①平成27年度以降の受贈団体は応募資格なし、②過  

 去の助成を受けた時期での応募制限なし、また「大規模   

 災害」とは、「東日本大震災」「平成 28年熊本地震」「平

成 29年 7月九州北部豪雨」「大阪府北部地震」「平成 30

年7月豪雨」等、③助成詳細は財団の HP確認 

▼助成金額：上限30万円（1団体あたり） 

▼対象経費：謝金、交通費・旅費、備品、消耗品費、 

 通信費、会場費、制作費など 

▼対象期間：平成31年1月1日（火）から1年間 

▼応募締切：9月15日（土）当日消印有効 

▼応募方法：所定申請書（2枚）を財団事務局宛に郵送 

▼問合せ先：公益財団法人大和証券福祉財団 事務局 

 TEL 5555-4640 FAX 5202-2014 

 Eメール fukushi@daiwa.co.jp 

  URL http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html 
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＜その他＞ 

有終支援いのちの山彦電話 
▼内容：心身の悩み、対人関係等で悩み、閉じ込めている

おもいを話す。 

▼応需時間：月～木曜日12：00～20：00（9月の東京都 

「自殺防止月間」は土日祝日も）、金曜日 12：00 ～ 

22：00 

▼対象：人間関係がうまくいかない、生きる希望が持てな 

 い、生の人の声が聴きたい方、死別・喪失の悲しみを抱

えている方、親子・夫婦・親族などとの確執に悩んでい

る方、心の病を抱えて生きる辛さに苦しんでいる方、働

けない生活の艱難を抱えている方、ままならない社会へ

の怒りをお持ちの方など。 

▼問合せ先：有終支援いのちの山彦電話 

 TEL 3842-5311（相談電話） 

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

 

第 22回ボランティア・ 

スピリット・アワード 
▼内容：ボランティア活動に参加して、学んだこと、感じ

たことなどを応募用紙の項目に従って記入。活動分野は

不問。 

▼対象期間：2017年 4月以降に取り組んだ(取り組んでい

る)活動であること。 

▼応募資格：ボランティア活動をしている個人またはグル

ープが応募可。応募締切日時点に中学校あるいは高等学

校に在籍中の方。尚、特別支援学校や、中高一貫校等は、

それぞれ対応する部門に応募。受賞歴にかかわらず何度

でも応募可。 

▼褒章：ブロック賞・コミュニティ賞、文部科学大臣賞、

SPIRIT OF COMMUNITY奨励賞 

※応募者全員に「記念品」あり 

▼応募締切：9月10日（月）当日消印有効 

▼応募方法：応募フォーム、または所定の応募用紙に必要

事項を記入の上応募。 

▼その他：全国７ヶ所で開催するブロック表彰式では、表

彰終了後、参加者同士が情報交換し、ボランティアのネ

ットワークを広げるための交流会あり。ボランティアに

興味のある中学生、高校生であれば参加可。 

▼問合せ先：ボランティア・スピリット・アワード事務局  

応募係 TEL 5501-5364  

Eメール info@vspirit-info.jp 

  〒112-8790 文京区小石川4-14-12共同印刷㈱内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人生 100年！ 

「退職後を生き生きと暮らす」 
▼内容：人生100年時代。退職後の人生はまだ先は長い。 

 その人生をどう生きていきたいか？そのヒントを紹介。 

▼日時：9月16日(日) 10:00～11：30 

▼会場：池袋保健所1階 鬼子母神Plus 

▼参加費：無料 

▼対象：どなたでも 

▼定員：20名 

▼締切：当日参加可 

▼申込：電話、Eメールによる 

▼問合せ先：一般社団法人 ホワイトアイコロキアム 

 担当：高橋 TEL 080-1242-5984 

 Eメール info@wecollo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

菅原光生、平キヨ子、小宮山隆子、福岡富士子、 

小林雅昭、田中美子、小田島政代、田島由美子、 

勝山邦子、高野治子、大矢清子、わたや、㈱光通信、 

浦野工業㈱、リマナチュラル㈱、池袋地域冷暖房㈱、 

瀧澤提灯店、日油技研工業㈱、巣鴨駅前郵便局、 

豊島法人会、早稲田速記医療福祉専門学校、帝京平成大学

臨床心理学科、明治大学校友会豊島区地域支部、雑司が谷

地域文化創造館、池袋西地区民生委員児童委員協議会、 

区役所(地域保健課、税務課、高齢者医療年金課、西部生活

福祉課、障害福祉課）匿名4名  ※敬称略・順不同 

 

ＣＳＷ 
コミュニティソーシャルワーカー からのお知らせ 

ＣＳＷ 
コミュニティソーシャルワーカー からのお知らせ 

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 

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） 

＜7月受付分：6/26～7/25に受付した分です＞ 

33件 6,450ｇ ハガキ 163枚 

mailto:info@vspirit-info.jp
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◇被災地でのボランティア活動を希望する方へ  

① 最新情報を確認！ 
被災地では人手が足りなかったりして細かな対応がしにくい状況です。ホームページなどで収集できる情報はしっ

かり確認しましょう。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。 

最新情報は下記ホームページ等で確認してください。 

 

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！ ※天災プランでなくても補償の対象になります。 

■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 

共同募金会 

みずほ銀行 虎ノ門支店 (普)2856717 

(福)中央共同募金会  三井住友銀行 東京公務部 (普)177631 

三井住友信託銀行 本店営業部 (普)0496062 

日本赤十字社 

ゆうちょ銀行 00130-8-635289 
日赤平成30年7月 

豪雨災害義援金 

三井住友銀行 すずらん支店 (普)2787545 

日本赤十字社 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 (普)2105538 

みずほ銀行 クヌギ支店 (普)0620405 

※どちらの団体も各県・各支部での募集もしています。詳しくはホームページで確認して下さい。 

共同募金会 https://www.akaihane.or.jp/saigai/2018_july_gouu/ 

日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/contribute/help/307/index.html 

■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 

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/westrain/ 

三菱UFJ銀行 きよなみ支店 (普)2443179 公益財団法人 日本財団(ニッポンザイダン) 

 

◇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。 

④ 安全第一！ 
水分補給をし、こまめに休憩を取ってください。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。 

7月豪雨災害によるボランティア・支援情報 

◇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/     

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

 

② 万全の準備！ 
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。 


