
                                                            赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

2019年度ボランティア保険・行事保険の 

  受付を開始しました！ 
                       

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《注意事項》 

・申込みの際は、豊島ボランティアセンター窓口等で配布している2019年度の加入申込書を入手し、ご記入ください。 

・平成30年度の加入申込書は使用できませんので、ご注意ください。 

・名簿の提出の必要がある場合は、必ず3部準備してください。 

・郵送等での申込はできません。 
    
《問合せ先》 

加入手続きについては：豊島ボランティアセンター TEL：03-3984-9375 FAX：03-3981-2946 

保険の内容については：東京福祉企画 TEL：03-3268-0910 FAX：03-3268-8832 

申込時点で名簿の用意はできないが、当日であれば名簿(氏名のみ)の準備ができる  

行事に対応します。往復移動中の補償は、ありません。宿泊行事は、対応できません。 
＊行事当日に、主催者・スタッフ含む参加者の名簿の作成が必要です。 

毎月 15日発行 
Vol.273 

2019年 3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） 

保険期間：2019 年 4 月 1 日 0 時～ 

2020 年 3 月 31 日 24 時までの 1 年間 

国内でのボランティア活動中(往復途上を含む)に、 
1．事故により、ボランティア本人がケガをした。 

2．他人に対して傷害を与えたことにより、損害賠償問

題が生じた。 

→1、2の場合を補償する保険です。 

 

＊加入手続き完了日の翌日0時から適用開始。 

＊年間保険料：300円～1,400円(6プラン)  

年度途中に加入した場合も、保険料は同額。 

ボランティア保険 

国内での福祉活動・ボランティア活動を目的、または市民

活動として非営利団体が主催する行事参加中（往復移動

中）に、 

1．行事参加者が偶然な事故でケガをした場合の傷害補償。 

2．行事主催者が参加者など身体や財物に損害を与え、 

法律上の賠償責任を負った場合の賠償責任補償。 

→2 つの補償がセットになった保険です。 

 

＊保険料・補償額等、一部金額の変更があります。 

＊参加者全員の名簿が必要です(1 日行事は事故発生時、

宿泊行事は保険申込時に提出)。 

行事保険 
 

行事保険（当日参加対応型） 
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2019年度「としまボランティアセンターだより」 

定期購読について 
 

個人で定期購読を希望される方に、ご自宅等へ郵送いたします。ご希望の方は、４月１０日(水)までに、 

電話・FAX等で豊島ボランティアセンターまでご連絡ください。 

◆購読料１,２００円（１部１００円×１２ヶ月）※２０１９年４月号～２０２０年３月号まで   

※支払い方法等は、当センターまでお問い合せください！！ 

 

 

 

 

 

  

 

｢視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業｣ 

ボランティア研修会・交流会の報告 

視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業とは、 

視覚障害者の方々の地域生活における必要な情報と円滑なコミュニケーションを確保する 

ため、ボランティアによる情報収集、代読・代筆をサービスを行う事業です。 

ご利用には登録が必要です。また、年１回講習会を開催し、ボランティアの募集も行って 

います（前回は10月開催）ので、お気軽にお問い合わせください。 

 

●中央図書館に併設されている“ひかり文庫”の 

概要や視覚障害者への接し方、当事者として困る 

こと･困ったことなどをご講義いただきました。 

(左写真) 

当事者の方の見え方がそれぞれ違うことを、手製の 

資料を使って説明していただいたり、暮らしの中で

困っていることなども話していただいたりしま 

した。 

●参加者からは、『とても分かりやすかった』、『点字 

図書館の仕組みが分かった』、『今後の情報を知り得 

る場となった』との感想がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

2月6日(水)に当事業のボランティアさんと利用者の方の研修会と交流会を開催しました。 
研修会の講師は豊島区文化商工部図書館課の田中浩巳さんにお願いし、「視覚障害者の理解と 

ひかり文庫(点字図書館)について」をテーマにお話いただきました。当日は雨模様の悪天候で

したがボランティア7名、利用者4名の参加がありました。 

●交流会では、2グループに分かれて情報･意見交換をしました。視覚障害者と低視力の人々に 

 視力を提供する無料アプリ”Be My Eyes”の話題等で盛り上がりました。『（次回は)障害者向け

最新機器の勉強会ができると良い』などの意見も出ました。 

≪共通事項≫問合せ：豊島ボランティアセンター TEL 3984-9375 
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ボランティア募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜施設・団体＞ 
 

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：障がいのあるお子さん、ないお子さんとの遊び  

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 

▼活動場所：福祉財団ビル3階中央愛児園内 おもちゃの 

 図書館｢あいじえん｣(大塚駅) 

▼その他：活動しやすい服装(ボランティアの方専用のエプ

ロンを着用して活動)、ボランティア保険加入必須。 

▼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 
 

日本移植支援協会 
あなたの愛で助かる命があります。ひとりでも多くの方に

当協会の存在を知っていただき、移植を必要としている 

患者さん支援の輪を広げ、移植医療の向上につながるよう、

皆様のご協力をお願い致します。 

▼内容：ドナーカード入りティッシュの配布･街頭募金 

手伝い 

▼日時：①3月23日(土)、②4月27日(土)、③5月25日(土)、 

 いずれも毎月第4土曜日13：00～ 

▼対象：ボランティアできる方ならどなたでも 

▼活動場所：①目白駅前、②池袋駅前、③大塚駅前 

 ※事前に電話連絡の上、待ち合わせ場所をお知らせ 

▼締切：実施日の前日 

▼問合せ先：日本移植支援協会 担当：中村・谷坂  

TEL 6863-4578 FAX 6452-3778 

 Eメール jtsa@ishokushien.com 

URL http://www.ishokushien.com 

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/ 
 

 

 

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） 
 

 

 

東京港野鳥公園 
鳥と緑のエコボランティア募集中！学歴・役職さらりと捨 

てて、子育て卒業のあなたにぴったりの活動です。 

▼内容：野鳥・植物の簡単な説明、園の施設案内、園行事

への企画協力、畑の管理など 

▼日時：週1日と5週毎の日曜日(火・水・木・金・土の各5

班、休日のみも可) 9：30～15：00 

▼条件：通園可能な男・女(初心者歓迎) 

▼場所：東京港野鳥公園(流通センター駅) 

▼募集人数：10名(定員になり次第締切) 

▼申込方法：氏名(フリガナ)、性別、生年月日(年齢)、 

住所、電話(FAX)、通園経路、活動希望日、応募動機を記

入の上、本園に持参・郵送・FAXにて 

▼その他：ユニフォームと双眼鏡を貸与、研修期間1カ月程

度、面接有(日時は後日連絡)。 

▼問合せ先：東京港野鳥公園ボランティアガイド募集係 

 〒143-0001 大田区東海3-1 TEL 3799-5031  

FAX 3799-5032  Eメール yachokouen@wbsj.orq 

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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東郷青児記念 

損保ジャパン日本興亜美術館 
美術鑑賞を支援するため、来館者と美術館をつなぐ「かけ

橋」として、美術鑑賞のガイド等にたずさわるボランティ

アを募集します。 

▼内容：新宿区立の小学4年生から中学1年生の｢対話によ

る鑑賞会｣での運営サポート、鑑賞会準備として、小中

学校へ訪問して行う図工・美術の時間を使っての｢事前

授業｣でのサポート、鑑賞会に関連して一般向け鑑賞ガ

イド及び運営サポート、地域における鑑賞会や展覧会の

案内などの広報活動。 

▼日時：主に月曜日 

▼条件：美術鑑賞や美術鑑賞ガイドに関心があり、ボラン

ティアの趣旨、及び活動内容を理解し、共に学び活動す

る意欲がある、満18歳以上(応募時点)の方、都合の良い

日(主に月曜日など)の約半日、月2回程度参加できる方 

(個人の都合に合わせて参加可)、原則としてパソコンで

のメール連絡が可能な方。 

▼場所：主に当美術館(新宿駅) 

▼募集人数：10名程度 

▼応募方法：応募用紙(ホームページよりダウンロード可)

に必要事項を記入の上、テーマ:『美術鑑賞ガイド(ボラ

ンティア)への期待・抱負』(A4用紙1枚1,200字程度)の

作文を添えて郵送。 

▼応募受付期間：3月19日(火)～4月2日(火)必着 

 ※募集人員に達しない場合は延長有 

▼選考：書類審査のうえ、面接対象者を決定(面接は4月 

23日(火)～27日(土)の間で調整)。 

▼その他：1年更新、交通費支給等なし、養成研修有、 

ボランティア保険加入(当館負担） 

▼問合せ先：東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 

 ガイドスタッフ応募係 担当：吉井  

〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1 TEL 3349-3081(月曜 

休)  Eメール YYoshii3@sjnk.co.jp 

 URL http://www.sjnk-museum.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：花壇・植栽手入れ活動 

▼日時：第3木曜9：00～11：00 

▼条件：自然・エコに興味のある方 

▼場所：西池袋中学校接道部緑縁帯(池袋駅） 

▼会費：年間2,000円 

▼問合せ先：豊島みどりの会  

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） 
 

 

いんふぉめ～しょん 

～information～ 

＜講座情報＞ 
 

50歳から見つける人生の歩き方 

「カウンセリングの基礎と 

人間関係を学ぶ講座」 
▼内容：【公開講座】･･･①｢傾聴から人との関わり方を学

ぶ｣、②｢アサーション(自己表現)をいかして自分らしく

生きる｣、【連続講座】･･･③｢カウンセリングとは何か｣、

｢心の病と傾聴｣など公開講座を含めて一年間16回。 

▼日時：①4月11日(木)13：00～15：00(12：30開場)、 

②5月21日(火)13：00～15：00(12：30開場)、 

 ③5月7日(火)～主に第1･3火曜 

▼場所：①②東京ボランティア･市民活動センター(飯田橋

駅)、③東京コミュニティカレッジ新宿教室(都庁前駅) 

▼講師：①末松 渉氏(｢東京いのちの電話｣研修委員長)、 

 ②舘 裕子氏(アサーショントレーナー) 

▼参加費：①②各1,000円、③入会金2,000円・全16回 

16,000円 

▼申込方法：電話、FAX、Eメール、ホームページにて 

▼定員：20名 

▼締切：4月8日(月)要予約 

▼問合せ先：東京コミュニティカレッジ事務局  

担当：中沢・熊谷 TEL 5371-0743(平日10：30～17：00) 

FAX 6276-1370  Eメール college@npotcc.jp 

URL http://www.npotcc.jp/wp/contactus 
 

講演会 ｢原発事故から8年  

福島における小児甲状腺がん

の多発｣ 
▼内容：①講演、②支援活動の報告  

▼日時：4月21日(日)19：00～21：00(開場18：30) 

▼場所：練馬区立区民・産業プラザ3F ココネリホール 

(練馬駅) 

▼講師：①崎山 比早子氏(医学博士)、②佐々木 真理氏 

(｢チェルノブイリ子ども基金｣事務局長)他 

▼参加費：予約800円、当日1,000円 

▼定員：300名 

▼締切：予約は4月18日(木)15：00まで 

(定員になり次第締切) 

▼申込：電話、FAX、Eメールにて 

▼その他：全席自由、イベント開催のための賛同金募集・ 

 一口1,000円(郵便振替口座00160-4-98316 口座名チェル

ノブイリ子ども基金) 

▼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 
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＜イベント＞ 
 

筍(たけのこ)堀り＆ 

サツマイモ苗植え体験 
▼内容：採集＆農園体験(昼食は野外ステージでバーベ 

キュー)  

▼日時：4月28日(日)8：00～18：00(集合7：45) 

▼場所：千葉市若葉区(マイクロバス利用) 

▼集合場所：豊島区役所東池袋分庁舎前(池袋駅)  

▼参加費：大人･中学生以上3,500円、小学生･幼児2,500円、 

 4歳以下無料 

▼定員：28名(定員になり次第締切) 

▼申込：氏名･住所･電話番号を記載の上、FAXにて 

▼その他：汚れて安心な服装 

▼問合せ先：いきがい安心の会事務局 担当：菊地 

 TEL/FAX 3987-5780 090-7635-3184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

齋藤陽道写真展｢感動、｣ 
▼内容：①ろう者の写真家の写真集『感動』に収められた

作品の展示、②トーク｢詩の生まれるところ｣＆ワークシ

ョップ｢幻聴妄想かるた－遊ぶ･語る･作る｣ 

▼日時：①3月30日(土)まで9：30～17：30(日曜休館、祝日 

開館)、②3月23日(土)トーク14：00～15：00･ワークショ 

ップ15：00～16：30 

▼場所：東京都人権プラザ(浜松町) 

▼出演：②益山 弘太郎氏(詩人)他 

▼参加費：無料 

▼定員：②80名(当日先着順)、ワークショップのみ20名 

(要事前申込、先着順) 

▼申込：電話、FAX、Eメールにて(FAX･Eメールの場合は 

 件名に｢ワークショップ･幻聴妄想かるた｣と明記の上、 

 代表者名･参加人数･住所･電話番号を記入) 

▼その他：情報保障･託児保育(要問合せ) 

▼問合せ先：東京都人権プラザ TEL 6722-0123 

 FAX 6722-0084 Eメール tenji@tokyo-jinken.or.jp 

 

 

＜助成金＞ 
 

地域福祉を支援する 

わかば基金 
▼内容：地域に根ざした福祉活動を展開しているグループ 

 が活動の幅を広げるための支援。自然災害の被災地で福 

祉活動を展開しているグループを応援する部門もあり。 

▼対象：①国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、 

 この支援金でより活動を広げたいグループ、②パソコン 

を利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台 

数を増やすことで、より高齢者や障害者に役立ち、活動 

の充実を図れるグループ、③東日本大震災以降に激甚災 

害指定を受けた地域に活動拠点があり、福祉活動を通し 

てその地域の復旧･復興をすすめているグループ･被災地 

に必要な新たな福祉事業を展開したいグループ。 

▼対象外：①②③NPO法人を除く法人、①同じ内容で行政や

他財団等の助成を受けている･もしくは受ける予定のグル

ープ、①③人件費･謝礼･家賃･交通費･グループ運営など

のランニングコストや事務経費、設立資金、パソコンの

購入、②職員やスタッフなどが行う運営業務や事務処理

での利用。 

▼申込：申請書の必要事項を漏れなく記入の上、郵送。 

  ※申込書はホームページよりダウンロード可。 

▼締切：3月29日(金)必着 

▼問合せ先：NHK厚生文化事業団 ｢わかば基金｣係 

 〒150-0041 渋谷区神南1-4-1 

 TEL 3476-5955(平日10：00～18：00) 

 Eメール info2@npwo.or.jp 

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

 

 

 

｢としまボランティア 

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(高齢者総合相談センター、 

区民事務所、区民ひろば、図書館など)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事業所や企業、 

クリニック、スーパー、 

カルチャースクール、 

カフェ、レストラン等が 

ありましたら、豊島 

ボランティアセンターまでよろしく 

ご連絡ください。 

よろしくお願い致します。 
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～あなたの暮らす地域のために、 

あなたの力を貸してください～ 
 

ハンディキャブは、障害のある方や高齢の方などが、車 

椅子に乗ったまま乗り降りできるリフト付自動車の運行 

を、地域のみなさんの参加と協力で行う、会員制の福祉 

有償運送サービスです。この度、運転してくださる協力 

会員さんを募集します。空いた時間で活動を始めてみま 

せんか。関心のある方は、是非お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力会員になるには… 

◇自動車運転免許のある方 

（ペーパードライバー不可） 

◇21～65歳位までの健康な方。経験不問。 

◇活動前に、国土交通大臣が認定する講習や研修の 

受講が必要 

謝礼金 

◇1時間700円 

 

問合せ：社会福祉協議会 地域福祉推進課 

ハンディキャブ担当 

TEL 5396-4954  FAX 3981-2946 

     Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

 

 
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：社会福祉協議会 地域相談支援課  

CSW担当 

TEL 3981-4392 FAX 5950-1239 

 

だれでも気軽にできるボランティア 

使用済み切手 募集中!! 
 

豊島ボランティアセンターに寄せられた切手は、切手整理

ボランティアの方々に仕分けをしてもらった後、業者に売

却します。そして、その収益金は、豊島区民祉協の貴重な

財源として、様々な地域福祉事業に役立てられています。 

 

<例えば、こんなこと･･･> 

・車椅子のまま乗降できるリフト付自動車の運行 

・ボランティア講座、｢ふくし健康まつり｣等のイベント 

 

<切手の集め方> 

封筒から剥がさず、切手のギザギザを残す 

ように、周りを5mm～1㎝くらい残して 

切り取ってください。 

※外国切手は、別にして集めてください。 

 

※切手の寄付者は「としまボランティアセンターだより」

にお名前を掲載しています。ご希望されない場合は、そ

の旨お伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！！ 

＜２月受付：1/26～2/25受付分＞ 

 68件 18,420ｇ ハガキ3枚 

 

タカハシミツエ、水岡とし子、平キヨ子、大澤節子 

龍賓書道会吉村さか江、長谷川美枝子、甲賀和美 

大澤淑子、村井和子、牛込喜子、迫照代、竹腰治子 

伊佐山優子、浅野雄太、佐々木東洋子、小林文子 

下村マリー、吉崎雅子、松井弘子、須藤ナホ子 

巣鴨駅前郵便局、豊島区役所前郵便局 

㈱光通信、三信製織㈱、明治安田生命法人サービス部、

ホームケアながさき、瀧澤提灯店 

早稲田速記医療福祉専門学校学生委員会、 

明治大学校友会豊島区地域支部、豊島区理容組合女性部 

アトピッ子地球の子ネットワーク、ゆいまある 

池袋本町二丁目寿会、中央図書館、 

区民ひろば豊成、区民ひろば高松、区民ひろば駒込 

区民ひろば富士見台、池袋西地区民生児童委員協議会 

南大塚地域文化創造館、雑司ヶ谷地域文化創造館、 

区役所(税務課、地域保健課、介護保険課、総合窓口課、

保育課、子育て支援課、西部生活福祉課、放課後対策課) 

 

匿名16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 
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