
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月 15日発行 
Vol.267 

2018年 9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） 

視覚障害者の方が地域生活をしていく上で必要な、情報の確保と

コミュニケーションを円滑にするために、情報収集や代筆・代読

サービス（例えば、年賀状やお手紙の作成支援、旅行計画支援等）

を実践してくれるボランティア向けの講習会です (年1回実施)。 

ボランティアをやりたいと考えていた方、ご興味のある方はぜひ

ご参加ください。 

◇日 時：10月 23日(火) 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 区役所東池袋分庁舎 3階） 

◇講 師：東京都盲人福祉協会 早苗 和子氏 

◇参加費：無料 

◇定 員：20名(先着順、要事前申込)  

◇対象者：当活動に関心のある方(講座終了後、ボランティア登録可) 

◇内 容：視覚障害者とのコミュニケーションのとり方及び 

     サービス提供の仕方 等  

 

 

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 
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ボランティア募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設・団体＞ 
 

こころまつり実行委員会 
今年23回目を迎える「こころまつり」は、精神障がい者と

地域との交流を深めようと、毎年開催されているお祭りで

す。この賑やかで楽しい一日をお手伝いして下さる方を募

集しています。大勢の方々のご参加をお待ちしています。

▼内容：会場の準備、参加者の案内、チラシ配布 

 出店の手伝い、駐輪場整理、アナウンス、片付けなど 

▼日時：11月16日(金) 15：30～    (前日準備) 

   11月17日(土） 9：30～17：00 (当日) 

※1日でも可(当日は2時間以上） 

▼活動場所：長崎小学校(椎名町駅） 

▼申込締切：11月9日(金） 

▼申込方法：電話にて 

▼問合せ先：ル・ピュル 担当：重田 

 TEL 6905-8005 
 

 

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/ 

豊島みどりの会 
みどりの少ない豊島区にみどりを増やし、環境を良くする

ためのボランティア活動を行っている団体です。みどりが

好き、自然が好きで、活動に興味のある方、自然のことを

もっと知りたい方、連絡をお待ちしております。 

▼内容：ドングリ工作や木の葉の栞つくり･･･「目白の森

で行うイベント」・放課後子供クラブ・エコライフフェ

アー、花壇・植栽手入れ活動･･･西池中脇花壇・目白の

森・池袋西口、啓蒙活動･･･社会貢献活動見本市への出

店、子どもスキップ、自然教室･･･毎月開催の自然観察

会・勉強会 

▼日時・場所：活動により異なる。会議は第1・3火曜日 

13：30～15：00 地域活動交流センター（池袋駅） 

▼条件：自然・エコに興味のある方 

▼会費：年間2,000円 

▼問合せ先：豊島みどりの会 担当：紫垣 

FAX 3982-5569  

Eメール toshima-midori-nokai@freeml.com 

 URL http://www.toshima-midorinokai.com/ 

（HPは「豊島みどりの会」で検索） 

 

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、プレーリーダー

が2人常勤していますので、わからないことは何でもお聞

き下さい。 

▼内容：子どもと外遊び 

▼日時：水～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：栗林 TEL 090-3519-3745  

Eメール info@toshimawakuwaku.com 

 

JAMESの紙芝居 
「笑顔」と「生きる喜び」を一緒に楽しむ、ゆるいボラン

ティア活動です。メンバー募集中です。一度見に来ません

か？ 

▼内容：紙芝居と読み語り 

▼日時:毎月①第2日曜日15：00～、②第4日曜日11：00～、 

 ③不定期14：00～ 

▼場所：①IKE･Biz 4F、②区民ひろば上池袋、③南池袋公  

 園・日出公園・雑司が谷1丁目公園 

▼問合せ先：JAMESの紙芝居 担当：高井 

 TEL 080-4077-7011 FAX 3987-5590 

  

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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東京都農林水産振興財団 
～東京の森づくりにあなたの力を～ 

「とうきょう林業サポート隊」は、ボランティアとして、

多摩地域の森林で植栽や下刈り等の林業作業に携わり、森

づくりをサポートする活動を行っています。活動は林業の

専門家の指導のもとで行うため、初心者でも安心して林業

作業に参加できます。ぜひこの機会にとうきょう林業サポ

ート隊に参加して、林業の面白さを体験してみませんか。 

▼活動内容：大刈り、植栽、下刈り、つる切り、除伐、枝

打ち、間伐、道づくり 

 ※作業前には安全管理講習や危険予知活動を行う 

▼活動日：毎週水曜日、土曜日 

▼参加資格：16歳以上で林業作業が可能な方 

 ※各自でボランティア保険に要加入 

▼定員：各回 12名程度 

▼メンバー登録：ホームページか郵送で登録、申込み 

▼活動：メンバー登録後、活動希望日を指定して申込みを

行い活動に参加 

▼問合せ先：東京都農林水産振興財団 

 森の事業課 とうきょう林業サポート隊事務局 

 〒190-0013 立川市富士見町3-8-1 

TEL 042-528-0564（平日9：00～17：00 土日祝日、 

振替休日、年末年始を除く） 

 URL http://ringyou-support.tokyo/ 

 

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：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：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： 9月15日、10月6日の9：00～17：00 

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：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  
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いんふぉめ～しょん 

～information～ 

＜イベント＞ 
 

ふれあい文化祭（第 20回記念開催） 

▼内容：会員作品展示（書、絵画、陶器、写真、手芸等）、 

 大福引抽選会、アトラクション（マジック、パントマイ

ム、ジャズ演奏）  

▼ゲスト：池内 和彦氏（東京アマチュア・マジシャン

ズ・クラブ）、山本 光洋氏（東京都ヘブンアーティス

ト認定パントマイム）、佐野 敬次氏ほか（デューク・

グリーン・サウンド） 

▼日時：9月22日（土）10：30～15：00 

▼会場：豊島区役所1階センタースクエア（東池袋駅） 

▼入場料：無料 

▼問合せ先：豊島区身体障害者福祉協会 

担当：京谷（きょうや）TEL 5996-0706 

 

 

 

 

＜講座情報＞ 

すぐに使える対象者に合わせた 

レクリエーション活動 
▼内容：レクリエーション・インストラクター講習の学習

科目。「バルーンアートと伝承遊び」(①午前)を対象者

に合わせ展開しながら行えるように、「名所めぐりウォ

ーキング～介護予防・認知予防の視点から～」(②午後) 

を実際にウォーキングをしながら行う。 

▼講師：吉野 浩之氏(元大道芸人）、菅澤 延之氏(作業

療法士）、鈴木 克久氏(認定心理士）、高橋 紀子氏

(東京レクリエーション協会公認講師） 

 ※講師は変更の可能性有 

▼日時：9月29日(土)①9：30～12：30、②13：30～    

16：30(受付①9：15～、②13：15～） 

▼場所：としま南池袋ミーティングルーム(東池袋駅) 

▼参加費：①2,000円、②2,000円、①＋②4,000円 

 レクインストラクター取得予定の方は別途500円。 

 子どもの参加費無料(中学生まで）。 

▼定員：30名(定員になり次第締切、超えた場合のみ 

連絡） 

▼申込方法：9月29日(土)ライフビジョンネット勉強会参

加の旨と、氏名、郵便番号、住所、当日の連絡先、職業 

(差支えない範囲で)、年齢を明記の上、メールにて 

▼問合せ先：ライフビジョンネット 担当：鈴木 

 Eメール info-lvn@lvnw.jp 

  (当日の連絡先 080-2180-9017) 

 

 

 

公開講座「自分発見」 
▼内容：小学生時代、学生時代、社会人、そして現在など  

 の質問カードを使って、楽しく会話しながら行う対話の 

ワークショップ 

▼講師：苗加 一男氏(ホワイトアイコロキアム） 

▼日時：10月25日(木）13：30～15：30 

▼場所：としま産業振興プラザ IKE・Biz 4F 

 地域活動交流センター会議室(池袋駅） 

▼参加費：無料 

▼対象：概ね50代～60代 

▼定員：10名 

▼持ち物：筆記用具 

▼申込方法：電話、FAX、Eメールにて(当日参加も可） 

▼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  

FAX 3981-3026  Eメール info@wecollo.org 

 

 

 

 

箱庭療法 
①【箱庭療法研究会】 

▼内容：織田尚生・他著『現代箱庭療法』(誠信書房）の

購読。優れた事例を丹念に読み解きながら、心理療法の

プロセスで何が起こるかについて、興味深い発見をする。 

 健康茶によるティーブレイクあり。 

▼講師：草柳 和之氏(大東文化大学非常勤講師） 

▼日時：毎月第3火曜日 18：45～20：45 

▼会場：草柳ワークルーム(池袋駅） 

▼参加費：2,160円 

②【箱庭療法ワークショップ】 

▼内容：箱庭制作と、講師による対話。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。 

▼講師：草柳 和之氏(大東文化大学非常勤講師）、 

 アシスタント：壇野 竹美(産業カウンセラー） 

▼日時：10月21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(事前振込） 

▼定員：20名(先着順) 

【共通事項】 

▼申込方法：電話連絡後、参加費振込[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 

 TEL 3993-6147 

 URL http://www5e.biglobe.ne.jp/~m-s-c/ 
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若者の消費者トラブル 
～社会に潜む落とし穴から身を守るために～ 

▼内容：①基調講演…法改正と若者の消費者トラブル、 

 ②講演…心理学の視点から見た若者の消費者トラブル、 

 ③パネルディスカッション…若者の消費者トラブルの傾 

向と対策 

▼講師：①村 千鶴子氏(弁護士)、②西田 公昭氏(立正

大学教授)、③コーディネーター…髙田 啓氏(当会消費

者問題対策委員会委員長)、パネリスト…村 千鶴子

氏・西田 公昭氏・東京都消費生活相談員 

▼日時：9月30日(日)13：30～17：00(開場・受付13：00)、

①13：35～14：35、②14：45～15：45、③15：55～ 

16：55 

▼会場：東京経済大学 国分寺キャンパス 5号館 

E306教室(国分寺駅） 

▼参加費：無料 

▼定員：180 名(事前申込不要、会場に入れない場合は入

場を断る場合あり) 

▼問合せ先：東京司法書士会事務局 事業・研修課  

 担当：青木 TEL 3353-9191 

 

 

 

親のための就活セミナー 

今の求人市場と企業の本音 
～そのサポート間違っていませんか～ 

▼内容：最新求人、採用状況、20年を経た日本企業の現状、

現代企業が人材に求めるもの、これからの求人、採用状

況、企業との「関係づくり」のコツ等 

▼講師：澤田 辰雄氏(株式会社サードインパクト) 

▼日時：9月22日(土）13：00～15：00 

(受付開始12：30～） 

▼場所：いたばし若者サポートステーション 

(板橋区役所前） 

▼対象：ニート・ひきこもり状態の子どもを持つ家族と若  

 者の自立支援に携わる者 

▼定員：30名(先着順) 

▼参加費：無料 

▼申込締切：9月21日(金）※定員になり次第受付終了 

▼申込方法：電話、FAX、ホームページにて 

▼問合せ先：特定非営利活動法人青少年自立援助センター 

 担当：高橋 TEL 6915-5731  FAX 6915-5732 

  URL http://iyss.jp/ 

 

 

 

 

 

知ってトクする 

暮らしの連続講座 
～老いへの備え、今のうちから～ 
▼内容：①「ひとり死」時代に自分らしい最後を迎えるた

めに、②終活のはじめの一歩、③人生100年の生活設計

を！、④高齢期にかけての食生活と健康、⑤悪徳商法、

最近の手口、⑥家族が(若年性)認知症になったら…、 

⑦⑧知って得する老後の備え！気になる老後の財産管理

と遺言、そして相続(基礎編・事例編)、⑨今から始める

生前整理、⑩高齢者向け住まいの種類と選び方、⑪少子

化と核家族化が進む“多死社会” 

▼講師：①⑪小谷 みどり氏(第一生命経済研究所)、② 

石崎 公子氏(終活カウンセラー)、③成宮 正和氏 

(東京都金融広報委員会)、④篠田 粧子氏(首都大学 

東京大学院教授)、⑤回路亭しん劇氏・鈴木 伸子氏、 

⑥吉田 輝美氏(新潟医療福祉大学教授)、⑦⑧村山  

澄江氏(司法書士)、⑨徳山 弘美氏(生前整理アドバイ 

ザー認定指導員)、⑩今井 紀子氏(有料老人ホーム・介

護情報館館長） 

▼日時：①10月3日(水)、②10月10日(水)、 

③10月18日(木)、④10月23日(火)、⑤10月30日(火)、 

⑥11月5日(月)、⑦11月16日(金)、⑧11月21日(水)、 

⑨11月28日(水)、⑩12月6日(木)、⑪12月14日(金) 

 各日14：00～16：00 

▼場所：東京都多摩消費生活センター(立川駅） 

▼応募要件：都内在住、または在勤・在学の方 

▼定員：各回100名(応募多数の場合は抽選） 

▼参加費：無料 

▼申込方法：FAX、ハガキ、電子申請(ホームページより)

にて 

▼申込締切：9月21日(金)(消印・受信有効） 

 ※募集人数に満たない場合、締切日以降も受付 

▼問合せ先：東京都多摩消費生活センター 

〒190-0023 立川市柴崎町2-15-19東京都北多摩北部建設 

事務所3階 TEL 042-522-5119  FAX 042-527-0764 

URL http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ 

manabitai/koza/info.html 

 

 

＜その他＞ 

安曇野 森林の楽校 2018 
▼内容：人と自然の関わりを、学習・体験・交流する2日

間。除伐作業、枝打ち作業、竹林整備、温泉、オプショ

ンコース（リンゴ狩り、ワイナリー訪問） 

▼日時：10月27日(土)～28日(日) 

▼活動場所：長野県安曇野市三郷小倉地区・明科光地区 

(松本駅） 

▼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 

▼参加費：学生 7,000＋α円/一般 9,000＋α円  
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▼定員：15名 

▼締切：10月19日(金)※締切日以降の申込は要相談 

▼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/487 

 

 

 

 

ボランティア全国フォーラム軽井沢 2018 

“ボランティア文化”協奏曲 
▼内容：①シンポジウム…今後のボランティア・市民活動 

推進の新たなヒントを得るため、シンポジストの被災地

支援活動の過程を議論の主題に取り上げて共有、②分科

会…地域や中山間地域での活動、若者、災害支援などの

学び合い、まちづくり・健康長寿の地域の実践などのフ

ィールドワークに参加 

▼日時：①11月3日(土) 全体会13：00～17：00 

 (受付開始 12：00）交流会(有料・希望者のみ)18：00～

20：00、②11月4日(日) 分科会 9：00～14：00 

▼場所：①軽井沢大賀ホール(交流会は軽井沢プリンスホ

テル・ウエスト)、②佐久平交流センター他 

▼参加費：5,000円(大学生以下は 500円） 

 ※別途交流会参加者7,000円 

▼対象者：ボランティア活動に関心のある方、ボランティ

アコーディネーターとして活動している方 

▼定員：600人 

▼応募締切：9月30日17：00まで 

▼応募方法：ホームページ参照 

▼問合せ先：軽井沢町社会福祉協議会 

 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 4844-1 

 TEL 0267-45-8113  FAX 0267-46-2116 

  URL http://www.karuizawashakyo.com/ 

   

 

 

 

＜助成金＞ 

2018年度 子どもたちの 

“こころを育む活動”大募集 
▼内容：家庭、学校、地域、企業などが連携し、それぞれ 

 の立場で子どもたちのこころを育むために献身、努力し

ている団体に対する助成 

▼活動対象：①学校と家庭、地域、企業などのさまざまな

団体が連携し、継続している活動（学校の場合は地域団

体との連携体制があり、教員等の交代に関わらず継続す

る仕組みが構築されている活動）、②子どもたちの“こ 

 

 

ころを育む活動”で、3つの工夫(進め方の工夫、連携の

工夫、継続の工夫)があること、③子どもたちの“ここ

ろを育む活動”で、3つの成果(自分に向かうこころの成

長、他者に向かうこころの成長、社会に向かう心の成

長)があること、④全国大賞を受賞した際に、翌年度に

活動地域でシンポジウムを主催できる活動 

※活動拠点が日本国内にあること、政治活動・布教・営

利目的でないこと、前回までの受賞先は対象外  

▼助成金額：50万円(全国大賞1件）、20万円（優秀賞 

 5件程度） 

▼応募締切：9月28日(金）17：00必着 

▼応募方法：ホームページから「応募申請書」フォームを 

ダウンロードし応募登録。登録後、申請書および追加資 

料をメールにて送付。 

▼その他：選考に当たっては、現地調査あり。 

▼問合せ先：パナソニック教育財団 こころを育む総合 

フォーラム事務局 TEL 5521-6100 FAX 5521-6200 

 Eメール shinsei2018@kokoro-forum.jp 

  URL http://www.kokoro-forum.jp/ 

 

 

 

平成31年度 

ヤマト福祉財団助成金 
▼内容：新規事業の立ち上げや生産性向上に必要な設備な

どの購入を支援する助成金事業、障がいのある方々の福

祉を増進する効果的な事業に対して助成金を支給 

▼対象事業：①障がい者の給料増額のモデルとなる本格的

なしくみを取り入れた総事業費600万円以上の事業、②障

がい者の給料増額に効果的な事業、③会議・講演会・研

修・出版・啓発・調査・研究・スポーツ・文化の事業等 

 ※①②現在ある備品等の代替費用および材料費等の消耗

品は対象外 

▼助成金額：①定額500万円、②上限200万円、③総額1,000 

万円(1件あたり最大100万円) 

▼応募要件：①平均給料一人当り既に月額2万円以上支給

(就労継続支援A型事業は月額8万円以上)、②厚生労働省

が発表した全国平均工賃月額15,295円以上(就労継続支援

A型事業所は70,720円以上）を支給していること、①②就

労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所・生活介

護事業所・地域活動支援センターは助成対象、最低賃金

減額特例許可申請施設・平成29年4月から1年間の給料支

給実績がない事業所・施設は対象外、①～③2020年2月末

日までに完了する事業、③波及効果の望める事業を優先 

▼応募締切：10月1日(月)～11月30日(金)当日消印有効 

▼応募方法：ホームページより 

▼問合せ先：ヤマト福祉財団 助成金事務局 

〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル 

7階 TEL 3248-0691 FAX 3542-5165 

URL https://www.yamato-fukushi.jp/ 
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 を活かした 
①１日行事  

 

を活かした 
 

ボランティア活動の体験を通して、地域社会

や社会福祉への理解・関心を深め、社会参加へ

の意欲を高めることを目的に、夏の体験ボラン

ティア（夏ボラ）を実施しております。  

今年は、7 月 23 日～8 月 31 日の期間中、80

か所の活動先で 193 名の方々がボランティアを

体験しました。例年に比べ非常に沢山の方にご

参加いただきました！  

○学校にすすめられてのボランティア参加だったが、さまざまな年代の人達と会話する事が出来たし、ボラン

ティアも手伝う事ができた。ボランティアというのは交流の場なのだなと思う事が出来たし、色々と勉強に

なった。（中学生・男性） 

○今回のボランティアを通して学んだことは、如何なる状況であっても臨機応変に対応することです。…スタッ

フの皆様も忙しい中私を指導して下さって、とても勉強になりました。短い間でしたが、人生の糧となる充実

した時間を過ごすことができました。これからの学校生活や社会に出てからも活かすことのできる体験でし

た。（高校生・女性） 

中学生, 

63名

高校生, 

62名

専門・

大学生, 

32名

おとな, 

36名

夏ボラ参加者内訳

Q．”ボランティア活動“に対するイメージは、変わりましたか？  

【体験前】  

・むずかしくて、大変なイメージ。  

・始めるまでに、様々な手続きをしなけ

ればならないと思っていた。  

・高い志を持つ人が「奉仕する」信念に  

基づいて行うもの。  

【体験後】  

・誰かの役に立つという喜びを感じる素敵な

活動というイメージ。  

・簡単にボランティアを始めることがでた。  

・自分の興味のある範囲で取り組めばよいと  

 思う。  

○本当に楽しかった。今年の夏で一番の思い出です。たくさん学習したし、たくさん体も動かせて、とてもよか

ったです。「相手も自分も楽しい・うれしいボランティアを作る」という目標もしっかり達成できた。達成したこ

とをしっかり目で体感できた。（高校生・男性） 

○様々な課題を抱える子供たちが勉強だけでなく、仲間とコミュニケーションをとったり、「居場所」と認識でき

る場を提供する活動にとても共感できました。やる気をもって取り組んでもらうことに苦労しましたが、参加

して良かったと思いました。活動先の皆さんも親切でありがたかったです。  

次回は子どもたちとさらにふれあえる機会に参加したいと思います。（社会人・女性） 

体験された皆さんに聞いてみました！ 

＊参加報告書の提出ありがとうございました。掲載させていただいた方の中から抽選で

豊島区民社会福祉協議会イメージキャラクターふくじいグッズをお送りいたします。 
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    ・被災各地の社会福祉協議会のホームページもご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

◇災害ボランティアに関する情報源は…  

＜8月受付分：7/26～8/25に受付した分です＞ 

26件 3,321ｇ  

＜都市ボランティア＞ 運営主体 東京都 

 

募集人数 30,000人 

活動日数 5日以上 

活動場所 空港、都内主要駅、観光地など 

応募方法 郵送、FAX ウエブサイト 

問合せ先 東京2020大会 

都市ボランティア募集事務局 

TEL 0570-05-2020(平日9：00～18：00） 

 

＜大会ボランティア＞  運営主体 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

募集人数 80,000人 

活動日数 10日以上※例外あり、連続では5日以内 

活動場所 選手村、その他大会関連施設など 

応募方法 ウエブサイト 

問合せ先 東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 

TEL 0570-09-2020（平日9：00～17：00） 

森岡正代、渡辺博、㈱光通信、家庭倫理の会豊島区、巣鴨駅前郵便局、池袋駅前郵便局、宮城交通㈱、としま未来文化財団

みらい総務課、南大塚地域文化創造館、区民ひろば千早、切手の会、豊島区身体障害者福祉協会、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、駒込地域文化創造館、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、子育て支援課、公園緑地課）匿名3名  ※敬称略・順不同 

 

◇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。 

 

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！ ※天災プランでなくても補償の対象になります。 

またとない自国でのオリンピック・パラリンピックの運営に直接関わりたい方、 

みんなで一緒に東京2020大会を盛り上げていきたい方は是非ご応募ください！ 

応募期間 ｜ 9月中旬～12月中旬 

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。 

・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。 

いよいよ♪ 

エントリー開始！！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536105043/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0b2NrcGhvdG8uY29tL2pwLyVFMyU4MyU5OSVFMyU4MiVBRiVFMyU4MiVCRiVFMyU4MyVCQy8lRTklODMlQjUlRTQlQkUlQkYlRTUlODglODclRTYlODklOEIlRTMlODElQUUlRTYlOTclQTUlRTYlOUMlQUMlRTUlOUIlQkQlRTYlOTclOTctZ204OTkxMTIyMTItMjQ4MTAyMDEz/RS=^ADBAPHXTRhuZp0Z2QaDk3cKs3Zxz3Q-;_ylt=A2Rivc3SyI1bfXEABDaU3uV7

