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たすけあい、地域ではじめよう。 

在宅福祉サービス 
      協力会員説明会 
 

 豊島区民社会福祉協議会では豊島区にお住まいで高齢や障がい、ケガなどでお困りの方に対し、 

住民同士の助け合いの活動を行っています。 

 現在、活動できる方が減りつつあるため、下記3つの事業で協力会員を大募集中 
です。ボランティアをやってみたいけど何を始めようか迷っている方におすすめです。 

まずは、説明会に来てみませんか。あなたを待っている人がいます。 

<対象>18歳以上で、地域福祉に理解のある健康な方。 
経験･資格不問(ハンディキャブは 21歳以上など条件あり) 

 

8月 8日(木) 10:00～11:30 会場:区民ひろば池袋本町 
(池袋本町 3-9-4) 

8月 29日(木) 14:00～15:30      雑司ヶ谷地域文化創造館 
                  (雑司ヶ谷 3-1-7) 
＊両日同一内容 ご都合の良い日にご参加ください。 

◆リボンサービス◆ 
日常生活で助けを必要とし

ている方に、家事援助･ 

外出時の付き添いなどを 

行う活動 

 

◆ハンディキャブ◆ 
車いす利用により電車や 

バスなどを利用することが 

困難な方に、リフト付き 

自動車で送迎を行う活動 

◆困りごと援助サービス◆ 
軽めの家具･荷物の移動 

など、30分程度で終了する

作業を行う活動 
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豊島ボランティアセンターでは、 
事務所内にとどまるのみならず講座開催
や体験学習などの出張も行っています。 
ボランティアに興味がある方は、 
豊島ボランティアセンターに 
お問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和元年6月14日(金)、帝京平成大学内の冲永ホールに 

おいて健康メディカル学部の学生さんを対象とした 

｢ボランティア入門｣を開催し、当日は、豊島ボランティア

センターチーフ三枝が講義を行いました。 

ボランティア活動を始めるにあたっての基本的な考えや、

豊島区内で行われている様々なボランティア活動の紹介を

行いました 

 

高高高齢齢齢者者者元元元気気気あああとととおおおししし事事事業業業   

登登登   録録録   説説説   明明明   会会会   
｢高齢者元気あとおし事業｣とは、指定の施設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：8月 6日(火) 10:30～11:30 

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：下記の①、②いずれかに当てはまる方 

    ①豊島区民で 60歳以上の健康な方 

    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) 

♦申込：電話等で氏名、住所、年齢を右記までお伝えください。 

♦その他：説明会終了後、本事業の登録申込を受け付けます。 

♦持ち物：筆記用具、身分証明書(｢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 

 

ボラセンです 

◆申込先◆ 
豊島ボランティアセンター 

 

TEL 3984-9375 
FAX 3981-2946 
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ボランティア募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東部子ども家庭支援センター 
母親が講座に参加している間、保育士と一緒にお子さんを

お預かりするボランティアです。 

▼内容：保育、子どもの遊び相手 

▼日時：①8月28日(水)10:00～12:00②9月12日(木)13:45～

15:45③9月17日(火)10:00～12:00 

▼条件：健康で子どもの好きな方 

▼持ち物：エプロン 

▼活動場所：当センター(北池袋駅) 

▼募集人数：各5名 

▼締切：各日の1週間前まで 

▼その他：動きやすい服装 

▼問合せ先：東部子ども家庭支援センター 担当:日高･沖田 

  TEL 5980-5275 FAX 3576-6240  

 Eメール A0019800@city.toshima.lg.jp 

 

特別養護老人ホーム 風かおる里 
アットホームな雰囲気のなか、高齢者の方々が穏やかに過

ごしている施設です。専任のボランティアコーディネータ

ーが対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。 

▼内容：食事の片付け、洗い物、縫い物、車いすの修理、 

 (パンク･ブレーキの調整)、園芸 

▼日時：活動内容による(応相談) 

▼条件：特になし 

▼持ち物：上履き 

▼活動場所：当施設2階または3階 

▼対象：大学生～高齢者まで 男女不問 

▼締切：特になし 

▼問合せ先：特別養護老人ホーム風かおる里 担当:内藤 

 TEL 5982-1021  FAX 5982-2105 

  Eメール kaze@toshimaj.or.jp 

  URL http://www.toshima.or.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 

 

SUPLIFE(サプライフ) 
障がいのある子もない子もどんな子も一緒に楽しむ音楽イ

ベント｢みんなで一緒にうたって踊ろう｣を開催します。 

あなたの笑顔で会場を盛り上げてください。 

▼内容：①会場内の誘導、ステージ補助(演者の誘導等)、

ベビーカー･車いすの階段昇降の補助 

②手話通訳(歌詞、ダンス振付説明)③参加者の看護 

▼日時：8月3日(土)10:00～13:00 13:00～16:00 

 (活動内容による) 

▼条件：①未経験者歓迎②経験者③有資格者 

▼持ち物：動きやすい服装、飲み物 

▼活動場所：南大塚ホール(大塚駅) 

▼対象：年齢性別不問 

▼募集人数：20名 

▼締切：7月31日(水) 

▼問合せ先：SUPLIFE 担当:井田 

 TEL 070-3284-3355  

  Eメール info@suplife.or.jp 

  URL https://www.suplife.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設・団体＞ 
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いけぶくろ茜の里 
今年のお祭り｢あかねフェス!｣のテーマは｢わ｣ 

初めての方も大歓迎‼一緒に会場を盛り上げましょう! 

▼内容：模擬店の手伝い    

▼日時：10月19日(土)10:00～15:00 

▼条件：特になし  

▼持ち物：動きやすい服装 

▼活動場所：当施設(池袋駅)   

▼問合せ先：いけぶくろ茜の里 担当:飯田 

 TEL 5960-5231 FAX 3989-2115 

 

 

 

いきがい安心の会 
野菜作り･アウトドアに興味があり体験したい方、新会員

を募集します。 

▼内容：野菜作り(キュウリ･トマト･ナス･スイカ･カボチ

ャ･じゃがいも･さつまいも･落花生･里芋など夏野菜) 

▼日時：年2回(次回は10月頃タケノコ堀り) 

▼条件：健康で行動的な方 

▼持ち物：普段着(畑作業のため) 

▼活動場所：パルコ角(池袋駅) 

▼対象：小学生以上 

▼募集人数：応相談 

▼その他：参加費1,000円 連絡は FAXで 

▼問合せ先：いきがい安心の会 担当:菊地 

 TEL･FAX 3987-5780 

 

ふくろうデイサービス 
笑顔とユーモアあふれるアットホームな18名定員の地域

密着型デイサービスです。 

共に盛り上げてくださる方、ぜひご連絡ください。 

▼内容：レクリエーション補助、傾聴、囲碁･麻雀･将棋の

相手、音楽活動、絵手紙、書道、メイク、アロマトリー

トメント等     

▼日時：月～土 8:00～17:00の間(1時間から可)  

▼持ち物：上履き 

▼活動場所：当施設(北池袋駅) 

▼募集人数：随時募集中 

▼その他：8月18日(日)より毎月 1回、第3日曜日に多

様性交流サロン｢音っこサロン結｣開始。 

 参加者同時募集。   

▼問合せ先：ふくろうデイサービス 担当:長塚 

 TEL 5992-3667 FAX 6907-0304 

 Eメール fukuroudaysa-bis@lily.ocn.ne.jp 

  URL http://www.fukurousan.co.jp 

としま NPO推進協議会 

池袋で10年以上にわたって活動しているサロン｢みんなの

えんがわ池袋｣が実施するフリーマーケット。地域のつなが

りの拠点としてのパワーアップを目指します。 

▼内容：会場の設営・販売 

▼日時：7月14日 毎月第二日曜日(8月のみ第一日曜日) 

▼条件：特になし 

▼活動場所：池袋第二公園(要町駅) 

▼募集人数：各回5名 

▼その他：フリーマーケット参加者も同時募集 

 (出店料1,000円) 

▼問合せ先：としまNPO推進協議 担当:幅上(はばがみ) 

TEL 5951-1508  

Eメール en@toshima-npo.org  

 

スノードロップ 

長崎4丁目に住む怜太です。体に障害があり、ストレッチ

訓練をお手伝いしてくださる方を探しています。都合のい

い時に週に1回でも月に 1回でも構いませんので、ぜひご

連絡ください。 

▼内容：ストレッチのサポート 

▼日時：月･水･金 17:00～18:00 土 10:00～11:30 16:00

～17:30 

▼条件：中学生以上 

▼持ち物：動きやすい服装 

▼活動場所：自宅(東長崎駅) 

▼募集人数：制限なし 

▼問合せ先：スノードロップ  

担当:皆川(長崎4-47-16) 

 TEL･FAX 3958-5189 

 Eメール mica1018@hotmail.com 

  URL https://snowdrop12san.wixsite.com/snowdrop123 

 

としま案内人 長崎町 
長崎町を中心に地域のボランティアガイドを行います。私

たちと一緒に長崎町を案内してみませんか。 

▼内容：①ガイドツアーに基づく案内 ②定例会におけ 

る研修(勉強会) 

▼日時：①ガイドツアー日程による ②毎月第2日曜日 

9:45～12:00 

▼活動場所：①長崎地域中心②千早地域文化創造館      

会議室 

▼会費：年間1,000円(資料作成費として臨時に徴収す 

る場合あり) 

▼問合せ先：としま案内人長崎町 担当:豊田 

  URL https://agv-nagasakimachi.jimdo.com 
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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 

▼日時：①7月27日(土)②8月24日(土)③9月28日(土) 

 ④10月26日(土) 毎月第4土曜日①～③11:00～ ④13:00～ 

▼活動場所：①日暮里駅前②上野駅前③秋葉原駅前 

④有楽町駅前  

 ※事前に電話連絡の上、待ち合わせ場所をお知らせ 

ください。 

▼対象：ボランティアできる方ならどなたでも 

▼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 

 

グレースメイト目白 
アクセス便利な場所にある介護付有料老人ホーム。 

お気軽にご連絡ください。 

▼内容：シーツ交換 

▼日時：10:00～12:00(曜日･回数応相談) 

▼条件：経験不問 

▼持ち物：上履き(サンダル･スリッパ不可) 

▼活動場所：当施設(椎名町駅) 

▼締切：随時受付 

▼問合せ先：グレースメイト目白 担当:杉山･西村 

 TEL 5983-7700 FAX 5983-7701 

 Eメール sugiyama@gracemate.jp 

 

ブリッジ エーシア  

ジャパン(BAJ) 
ミャンマーとベトナムで国際協力を行っている認定NPO法

人。日本からできることを一緒にやりませんか。 

▼内容：データ入力、郵便物発送準備、資料整理他 

▼日時：平日11:00～17:00の2時間から 

▼持ち物：なし 

▼活動場所：事務所(西新宿五丁目駅) 

▼その他：月一回、年数回でも可。長くに当団体に 

関わることができる方を募集 

▼問合せ先：BAJ東京事務所 担当:鶴田 

 TEL 3372-9777 FAX 5351-2395      

 Eメール info@baj-npo.org 

  URL https://www.baj-npo.org 

 

このまち高田馬場 
高齢者を対象としたデイサービスです。 

レクリエーションボランティアの方を募集中です。 

お気軽にご連絡下さい。 

▼内容：絵手紙、水彩画、習字、合唱(特に金曜) 

▼日時：月～金 13:30～14:30 麻雀のみ12:30～14:30 

▼活動場所：高田馬場 

▼募集人数：数名 

▼問合せ先：このまち高田馬場 担当:土田 

TEL 03-5944-9842 FAX 03-5944-9843 
 

あしつよ巣鴨 
傾聴ボランティアや施設内(スタッフ)のお手伝いをして頂

ける方を募集中です。体操にも参加できます。 

身体を動かすのが好きな方やお話が好きな方、初めての方

でもご参加頂けます。お気軽にご連絡ください。 

▼内容：利用者の話し相手、お茶の提供、体操参加。 

▼日時：月～金 9:00～12:00、13:30～16:30(時間応相談) 

▼活動場所：当施設(巣鴨駅) 

▼その他：動きやすい服装でくつ下着用。 

▼問合せ先：あしつよ巣鴨 担当:柴崎   

TEL 03-5961-5575 FAX 03-5961-5576 

 Eメール shibazaki.yuuta@hosi.co.jp  

 

 

 

 

 

ステップアップ塾 
教育格差にココロで向き合う給食つき個別指導型無料塾で

す。高校生・大学生のボランティア講師を募集しています。 

教えて学べるボランティア、しませんか？ 

▼内容：小中学生への学習指導と教室の準備･片付け。奇

数月第2土曜に実施している課外授業にもご参加くださ

い。 

▼日時：毎週木曜17:00～22:00(祝祭日を除く) 

▼条件：高校生、大学生(経験不問) 

▼持ち物：赤ペン、箸とスプーン 

▼活動場所：新宿区北山伏町(牛込神楽坂駅) 

▼募集人数：10名程度 

▼締切：随時募集 

▼申込：電話、メール、ホームページにて 

▼その他：食事と交通費を支給、希望者に感謝状発行 

▼問合せ先：ステップアップ塾事務局 担当:濱松 

TEL 050-7110-1820(平日 10:00～19:00) 

Eメール ask@ishintai.org 

URL https://stepup-unesco.com 

いんふぉめ～しょん 

～information～ 
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JAMESの紙芝居 
日本独自の文化である｢紙芝居の世界｣を体験しませんか。 

▼内容：歌をうたい、紙芝居を演じて観客と一緒に楽しむ。 

▼日時：①第2日曜日14:00  

 ②6･7月 第1･3火曜日 18:00 

 8月より 第1金曜日 18:00～20:00  

▼持ち物：筆記用具 

▼活動場所：①としま産業振興プラザ IKE･Biz(池袋駅)  

 ②雑司が谷地域文化創造館(雑司ヶ谷駅)        

▼参加費：①無料 

②6･7月は無料、8月から当日参加費1,000円 

(学生は無料)    

▼対象：①学生 

▼その他：①②要予約。講習後は区民ひろば･公園･保育

園･病院･介護保険施設･学校等で活動。        

▼問合せ先：JAMESの紙芝居 担当:高井  

 TEL 080-4077-7011 FAX 03-3987-5590 

Eメール james.earth.scissors@gmail.com 

 

タンザニア･ポレポレクラブ 
「アフリカ・タンザニアってどんなところ？」 

「国際協力に関わりたい！」 

「NGO・市民活動を一緒に創り上げていきたい！」 

「自分の得意を生かして活動を盛り上げたい！」 

など、熱い思いを持った方を募集中！ 

▼内容：事務局手伝い(パソコンを使った簡単な作業や、

書き損じハガキの収集・仕分け作業等) 

▼日時：平日(月～金)10:00～20:00間で4時間程度 

週1～2回 

▼活動場所：当会事務所(つつじが丘駅) 

▼対象：どなたでも(学生可) 

▼募集人数：4名程度 随時募集中 

▼問合せ先：タンザニア･ポレポレクラブ 担当:藤沢   

 TEL 03-3300-7234 FAX 03-3300-7234 

 Eメール pole2club@gmail.com 

  URL http：//polepoleclub.j 
 

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来日

します。滞在中、研修生を受け入れてくださるご家庭を広

く募集しています。 

▼内容：ホストファミリー 

▼日時：7月27日(土)13:00～28日(日)17:00 

(1泊2日) 

▼活動場所：自宅 

▼申込：参加申込書に必要事項記入の上、郵送･FAX･ 

メールで 

▼その他：YMCAへの送迎あり。夕食･朝食提供希望。 

▼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/ 

 

 

 

介護保険を上手に使って 

介護する方法 
▼内容：介護保険の申請からサービス内容、利用のしかた

まで、制度を上手に活用する情報を紹介。 

▼日時：8月24日(土) 18:30～20:30(受付18:15～) 

▼会場：東京芸術劇場ミーティングルーム7(池袋駅) 

▼講師：村井 英一氏(ファイナンシャルプランナー) 

▼参加費：500円 

▼持ち物：筆記用具 

▼定員：30名(先着順) 

▼申込：電話･メール･URLにて 

▼問合せ先：特定非営利活動法人くらしとお金の学校 

 担当:石井 

 TEL 048-826-5428 FAX 048-851-5231 

  Eメール jimukyoku@kurakane.org 

  URL http://kurakane.org 

 

 

WAKUWAKUホーム増殖計画 vol.1 

あなたも家を 

開いてみませんか? 
▼内容：宿泊機能を持つ子どもの居場所を立ち上げてから

2 年間の実践を通して子ども支援の在り方を共に考える。 

 ①地域の子どもを地域で見守り育てるために～WAKUWAKU 

ホームの実践より～ 

 ②こんなにある!子どもと家で関わる選択肢について 

 ③グループディスカッションおよび質疑応答 

▼日時：8月3日(土) 14:00～16:00 

▼会場：IKE･Biz3階(池袋駅) 

▼講師：①天野 敬子氏(精神保健福祉士) 

 ②千葉 彩氏(RAC代表理事) 

▼参加費：無料 

▼定員：先着30名 

▼申込：URL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 080-3402-6739  

  Eメール info@toshimawakuwaku.com 

  URL https://toshimawakuwaku.com/ 

 

＜講座情報＞ 
 

 

＜イベント＞ 
 

いんふぉめ～しょん 

～information～ 
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劇団銅鑼公演｢ENDLESS-挑戦!｣ 
▼内容：実在する産廃業者の協力を得て、嫌われる会社か

ら地域にとってなくてはならない会社へ大変貌していく

姿を感動的に描く。 

▼日時：8月27日(火)～ 9月1日(日) 14:00～ 

▼会場：東京芸術劇場シアターウエスト(池袋駅) 

▼参加費：一般5,000円 60歳以上 4,500円  

30歳以下3,500円 高校生以下1,500円 

▼持ち物：周波を88.5に合わせた FMラジオ(貸出可能) 

▼その他：聴覚障がい者向けポータブル字幕付公演8月

31日(土) 視覚障がい者向音声ガイド付公演は8月31

日(土)･9月1日(日) 聴覚障がい者の方には台本事前貸

出･ロビーでの筆談あり 

▼問合せ先：劇団銅鑼  担当:田辺 

 TEL 3937-1101  FAX 3937-1103 

 Eメール info@gekidandora.com 

  URL http://www.gekidandora.com 

 

食でつながるフェスタ 

全国集会 in東京2019 
▼内容：世代を問わず食を通して地域のつながりを広げる様々 な

団体が一同に会し、よりよい取り組みを考える。 

東京で初の全国集会。 

▼日時：7月28日(日) 10:00～16:30(受付開始 9:15～) 

▼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 1,500円(昼食･お茶付き) 全国食支援活動 

協力会員 1,000円 

▼定員：100名(先着順) 

▼申込：電話･URLにて 

▼その他：希望者のみ交流会あり(会費4,000円) 

▼問合せ先：全国食支援活動協力会 

 TEL 5426-2547(平日10:00～17:00) 

 URL https://ws.formzu.net/fgen/S21262944/ 

 

 

楽居(らっきょ)麻雀 
▼内容：麻雀を知らない人でも気軽に楽しめる健康麻雀。 

▼日時：毎週木･金･土曜日 13:00～17:00 

▼活動場所：当団体(大塚駅) 

▼参加費：500円(茶菓付き) 

▼申込：電話にて 

▼その他：ボランティアも同時募集  

▼問合せ先：楽居(らっきょ) 担当:大塚 

 TEL 3941-8971 

   

   
     

 

 

 

 

 

 

豊島ボランティアセンターでは、ボランティア活動の 

推進･啓発と共に、ボランティア活動・市民活動団体へ 

の支援や連携を図る事を目的に様々な活動を展開して 

おり、そのひとつとして、活動室の貸出を行って 

います。 

 

 

 

 

 

 

＊活動室概要＊ 

約28㎡、15名程度 

利用可。利用団体に、 

貸出機(印刷機等) 

あり。 

 

＊対象団体および利用条件＊ 

(1)主として豊島区内を活動拠点とするボランティア活動

団体および市民活動団体 

(2)社会福祉協議会の団体会員(一口2,000円以上)で 

あること 

(3)社会福祉協議会が実施する事業(夏体験ボランティア、 

ふくし健康まつり、区民ミーティング、街頭募金 

などに、参加や受入れ団体として協力すること。 

(4)社会福祉協議会が開催するボランティア講座などに、 

講師として協力すること。 

(5)活動室利用団体連絡会へ参加し、その中で活動報告を 

行うこと。 

(6)以下の場合は、利用をお断りします。 

 ①不特定多数の方が参加するような、講座や研修、説明

会などの開催の場合。 

 ②主たる活動目的が政治活動･宗教活動である場合。 

 ③団体およびその母体である団体運営が、反社会性にあ

たる場合。 

 ④当会会長が対象団体として不適当と判断した場合。 

 

応募の後ヒアリングを実施し、活動内容及び状況を 

詳しく伺ったうえで、利用可否の判断をいたします。 

 

 

問合わせ：豊島ボランティアセンター 

TEL 03(3984)9375 

 

豊豊豊島島島ボボボララランンンテテティィィアアアセセセンンンタタターーー   

活活活動動動室室室   

新新新規規規利利利用用用団団団体体体募募募集集集   
 

＜その他＞ 
 

活動室の様子 
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使用済み切手の収集や寄付は、だれでも気軽にできる 

ボランティア活動です。豊島ボランティアセンターに 

寄せられた使用済み切手は、切手整理のボランティアの

方々に仕分けをしてもらった後、業者に売却します。 

その収益金は社会福祉協議会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…〉 
・高齢者や障がいのある方等への家事援助サービス 

・車いすのまま乗降できるリフト付き自動車の運行 

・福祉体験学習で使用する点字器や車いすの購入費用        

・ボランティア講座、「ふくし健康まつり」等の 

イベントなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

三輪緑、加藤昌子、大羽かすみ、(株)光通信、 

ふくふくケアネス、千早子どもの家保育園、東京自殺 

防止センター、シスナブ健康文化クラブ、ゆいまある、 

明治大学校友会豊島区地域支部、早稲田速記医療福祉 

専門学校、そんぽ24損害保険株式会社、西池袋郵便局、 

池袋駅前郵便局、豊島区役所前郵便局、巣鴨駅前 

郵便局、区民ひろば富士見台、区民ひろば高松、 

豊島区学童保育連絡協議会、 

民生児童委員協議会・池袋西地区、 

区役所(税務課、西部生活福祉課、障害福祉課、高齢者医療

年金課、放課後対策課、地域保健課、子育て支援課) 

匿名5名 

※継承略・順不同 

 

 

 

 

 

 

〈切手の集め方〉 

封筒からはがさずに、 

切手のまわりを 

５㎜～1㎝くらい残して 

きれいに切り取ってください。 

封筒からはがす必要はありません。 

※日本切手と外国切手は分けてください。 

 

集めた使用済み切手は、豊島ボランティアセンターまでお

持ちいただくか、郵送してください。 

※「としまボランティアセンターだより」にお名前の 

掲載を希望されない場合は、その旨お伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 
詳細は 

次号で！ 

＜6月受付：5/26～6/25受付分＞ 

34件14,124ｇ 

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！！ 

今年も開催決定！ 

精神保健福祉ボランティア入門講座 
 

精神の病についての知識と理解を深め、障がいのある方の理解者･支援者を支える 

ボランティア活動について学ぶ講座。 

全3回の講座です。 

 

初心者も大歓迎です。あなたも始めてみませんか？ 

 

 使用済み切手は、豊島ボランティアセンターに直 

接届けてくださる方もたくさんいらっしゃいます 

が、豊島区内の社会福祉協議会事務所周辺数か所の 

郵便局でも集めてくださっています。使用済み切手 

収取箱を設置している郵便局もありますので、ご協 

力をよろしくお願いいたします。 

 

ボボラランンテティィアアをを始始めめててみみまませせんんかか？？  

  

大大募募集集‼‼  

   




