
 

「ボランティア情報を 

ボランティアの手で」 
かがり火会は、本紙そよかぜを発送するボランテ

ィア活動です。 

そよかぜは、毎月 6,000部発行しており、ボラン

ティアセンターに登録しているボランティア、区

内の公的機関や中野駅、各区民活動センター等に

設置しています。そのため、発送するにはたくさ

んの準備（ラベル貼り、封入等）が必要です。 

かがり火会では、毎回 20 名前後のボランティア

の皆さんに、発送作業をお手伝いしていただいて

います。 

ボランティア情報、地域のイベント情

報は社会福祉協議会のホームページ

にも掲載しています。 

「中野区社会福祉協議会」と検索し、

トップページの「ボランティア募集

中」をクリックすると情報を見ること

ができます。ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

中野区民の中野区民による中野区民のためのボランティア情報 

 

341号 

4 月号 

～情報を上手に活用しよう～ 
地域でボランティア！ 

 

本紙「そよかぜ」は、区内のボランティア情報、地域活動に関す

るイベント情報、実際に行われているボランティア活動や助成金の

情報等を掲載し、区民がボランティア活動に参加できるよう、広く

情報をお届けしています。 

今回は、情報を届けるボランティア「かがり火会」の活動と、 

ホームページの活用方法についてご紹介します。 

かがり火会 

日時：毎月第４火曜日 10:00～11：45 

場所：スマイルなかの３階 AB会議室 
  （中野５-６８-７）※変更の場合あり 

 

★次回は 

4月 23日です 

2019 年度は 6月、12

月を除く全10回発行

予定です。 

【問い合せ】 

中野ボランティアセンター 

電話０３－５３８０－０２５４ 

中野区社会福祉協議会の

ホームページもご活用く

ださい。 

ボランティア募集中をクリック！ 
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【日時】 
【内容】 
【対象】 
【場所】 
【その他】 
【人数】 
【（）問合せ】 

  

チャームスイート新井薬師 さくらの森 

レクリエーションボランティア募集 

開設して 5年目の有料老人ホームです。入居者に楽しみのあ

る生活を提供するために、楽器演奏やダンスなどの特技を披

露できる方や編み物や折り紙の講師を募集します。 

【日時】月～日曜日（曜日は応相談） 14:00～14:45 

【場所】チャームスイート新井薬師さくらの森（沼袋 1-15-11） 

【募集人数】若干名（入居者との交流を楽しんで頂ける方） 

【申込期間】随時  

【申込方法】電話、メール 

【ボランティア保険への加入】不要 

【その他】交通費、材料費実費支給 

【申込/問合せ】チャームスイート新井薬師 さくらの森 

電話：5318-5220   

メール：k.akao@charmcc.jp  

担当：赤尾 

 

中野区中途失聴・難聴者の会 

やってみよう！伝わるコミュニケーション 

講師 小島敦子さん 

区内の聴覚障害者・関係者・特に人生の中途で聞こえにくく

なった方々の福祉向上のため学習会開催や行政への要望

活動などを行っている当事者と支援者の団体です。 

【日時】4月 3日（水）13:30～16:00 

【場所】スマイルなかの 5階 第 1、第 2会議室 

（中野 5-68-7） 

【定員】20人 【参加費】無料 

【申込方法】不要（直接会場へ） 

【申込/問合せ】中野区中途失聴・難聴者の会 

電話：5380-3330 担当：小川 

 

 

まこちゃんを救う会 

事務ボランティア募集 

まこちゃんを救う会は肺高血圧症の女子高校生を救うために募

金活動を行っています。東中野の事務所に在中し、電話対応を

含めた事務の手伝いができる方を求めています。 

【日時】月～金曜日 10:00～15:00  

（時間は応相談。短時間でも可） 

【場所】まこちゃんを救う会事務局 （東中野 1-36-3-202） 

【募集人数】20人 

【申込期間】随時  

【申込方法】電話、メール 

【ボランティア保険への加入】必要 

【申込/問合せ】 まこちゃんを救う会 

電話：5937-3270  

メール：info@save-mako.com  

URL：https://save-mako.com 

担当：島田 

 

障害者支援施設 江古田の森  

第１２回春まつりボランティア募集 

障害者支援施設江古田の森にて、春まつりを行います。当日の

会場準備や模擬店のお手伝い、利用者支援のボランティアを募

集します。 

【日時】5月 18日（土） 9:00～16:00 

 ※片づけの状況により早く終了することがあります 

【場所】東京総合保健福祉センター江古田の森 

（江古田 3-14-19）     

【募集人員】20名 

【その他】昼食代として当日使用可能な食券 500円分を支給 

【申込】4月 1日（月）～5月 7日（火） 

【申込方法】電話、FAX、メール、郵送 

【ボランティア保険への加入】不要 

【申込/問合せ】障害者支援施設江古田の森 

住所：中野区江古田 3-14-19 

電話：5318-3711 FAX：5318-3712 

メール：masaaki.abeno@mt.strins.or.jp  

担当：安部野（あべの） 

パルシステム東京 第二中野陽だまり 

陽だまり（デイサービスセンター）ボランティア募集 

話し相手や特技披露などができるボランティアを募集していま

す。お気軽にお問い合わせください。 

【日時】月～日曜日（曜日、時間は応相談） 

【場所】パルシステム東京 第二中野（東中野 1-4-10） 

【募集人員】1名 【その他】交通費支給あり（上限 1,000円） 

まずは見学だけでもお受けします。 

【申込】電話 

【ボランティア保険への加入】必要 

【申込/問合せ】パルシステム東京 第二中野陽だまり 

電話：5989-1541 FAX：5989-1543 

担当：竹内 

 

第８回手作りサミット in 中野の手作り市 

あいロード広場にて手作り市を開きます。根付け、ネックレス、ビ

ーズ作品、綿を紡いだ糸での小物、手織り、手編みの品等、区

内で活動しているグループ、個人作家の作品を販売します。 

【日時】4月 19日（金）～20日（土）10：30～15：30 

【場所】あいロード広場（新井 1-22-6） 

【その他】手作り作品の展示即売ご希望の方のご参加もお待ち

しています。まずはご連絡ください。 

【申込/問合せ】手作りサミット in中野 

電話：080-1053-6849担当：髙橋 

 

東中野キングス・ガーデン 

東中野がん哲学外来メディカルカフェ開設４周年記

念 樋野興夫先生講演会＆面談会「楕円形のこころ」 

 がんであっても、病気であっても病人ではないあなたが自ら

の想いも隣人の想いも共にする事ができるカフェです。樋野

先生の面談もあります。家族友人どなたでも参加できます。 

【日時】4月 27日（土）13:00～15:30 

【場所】東中野キングス･ガーデン（東中野 4-2-16） 

【定員】40人  【参加費】300円 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【申込/問合せ】東中野キングス･ガーデン 

住所:東中野 4-2-16 

電話：3368-5200 FAX:3368-5204 

メール：nakano.cafe@kg-tokyo.or.jp 

担当：奥山 

 

 



                     ３ 

ご寄付ありがとうございます！  

 

【使用済切手・インクカートリッジ・書き損じハガキ】 
損保ジャパン日本興亜海旅１課様 

金光教本中野教会様 

 

【車椅子】 

マウンテンリーグ様 

不要な入れ歯・アクセサリー 

          はありませんか？ 

ご家庭で不要になった入れ歯や、アクセサリー
などの金属製品のご寄付を受け付けています。
回収したものは、換金し、ボランティア基金に
積み立てられます。（ボランティア活動に役立
てられます） 

回収 BOX はスマイルなかの１階ロビーと、３
階・４階エレベーター前に設置されています。 

★不要な入れ歯 

★からまって使えなくなった 

ネックレスや、片方なくし 

てしまったイヤリング 

など、金属であれば、何でも構い 

ません。皆さんご協力お願いします！ 

 

    

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

申し出のあった方を
掲載しています。そ
の他多くの方からご
寄付いただきまし
た。 

 中野区内福祉施設等一覧 

２０１９年版 

 新しくできました☆ 

 中野区内でボランティアを受け入れ 

ている施設を一覧で見ることができます。 

分野別に分かれていますので、自分が行きたい

活動先を簡単に見つけることができます！ 

中野区内でボランティア活動先を探す際に、ぜ

ひご活用ください。窓口での閲覧やホームペー

ジからも見ることができます。 

まずは、「中野区社会福祉協議会」で検索！ 

詳しくはこちら⇒ 

【問合せは中野ボランティセンターへ】 
 

「そよかぜ」読者アンケートに 
ご協力いただきありがとうございました 

133 名の登録ボランティアの皆様よりご回答いた
だきました。 
★主に読まれている記事ベスト３★ 
第１位 ボランティアの活動紹介 
第２位 ボランティア募集情報 
第３位 イベント情報 
情報紙の他、掲示板やインターネットでボランティア

情報を得ているという回答も多くありました、今回の

結果は、今後のボランティア情報発信のために役立て

ます。 

施設一覧の閲覧の仕方 

 身近な寄付 

 
ボランティア

を探す！ 

①トップページの「事業一覧」を
クリック 

 

 

②「ボランティアができる中野区
内福祉等一覧」をクリック 

 
切手やインクカートリッ
ジ、書き損じハガキも集め
ています♪ 



４ 

 

 

月 石井・熊田 木 春日 

火 酒井・松尾 金 土屋 

水 西山・浅田 土 色部 

 

③エコたわしをつくる会 

毎月第 1 水曜日 10:00～11:45 
作られたエコたわしは、イベントやバザー等で販売
し、売上はボランティア基金に寄付されます。 

開催日：4月 3日 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 

 

   

  

 

発行：(社福)中野区社会福祉協議会 中野ボランティアセンター  Facebook随時更新中♪ 

〒164-0001 中野区中野 5-68-7 スマイルなかの 3階 

【電話】5380-0254 【FAX】5380-6027    

【E-Mail】vc@nakanoshakyo.com 【URL】http：//www.nakanoshakyo.com  

(日･祝･第 3月曜日はお休みです) 

「そよかぜ」は歳末たすけあい運動の配分金を受けて発行しています。 

④かがり火会 

毎月第 4 火曜日 10:00～11:45 
本紙『そよかぜ』の発送作業(ページ組み、ラベル
貼り等)のお手伝いをする活動です。 

開催日：4月 23日 
  

 

中野ボランティアセンターでは、区民のボラン

ティアが“ボランティア”に関する相談を受け

ています。お気軽にご相談ください。 

ボランティア相談専用電

話 
０３－５３８０－０２５５ 
 FAX:5380-6027  

メール:vcsoudan@nakanoshakyo.com 

受付時間:月～土 10:00～16:00  

※日・祝・第 3 月曜はお休み 

  

ボランティア相談員担当表 ①手作り作品の会 

毎月第 1･3 金曜日 10:00～11:45 
 

寄付品の布や毛糸を活用し、自宅で小物を作って
います。製作する作品について話し合います。 

開催日：4月 5日、19日 

②切手きるきるの会 

毎月第 2･4 木曜日 10:00～11:30 
寄付の使用済み切手を整理する活動です。整理
後は換金し、ボランティア基金に寄付されていま
す。自分のペースで活動ができます。 

開催日：4 月 11日、25日 

         

 

 2月の新規登録者  4名 

 総登録者      573名 

 Me 
 

ボランティアの活動紹介コーナー 
2011年の東日本大震災から 8年が経過しました。中野区内には未だ避難を余儀なくされている方

も多くいらっしゃいます。今回は、発災後よりボランティアに取り組む 

川上
かわかみ

俊
しゅん

次郎
じ ろ う

さんから活動についてお話を伺いました。 

8 年前、東京でも立っていられない揺れを感じ街は大混乱でした。復旧に全国か

らボランティアが集まる中、私も自分なりに手伝えることがあると、南相馬や東松

島へ行き、泥や瓦礫の掻き出しや泥にまみれた写真の洗浄を行いました。 

復旧から復興へと徐々に軸足が移ってきた夏に、私が住む中野へ不安を抱えた多

くの方々が避難されてきました。そこで中野社協主催のサロン「来らっせしらさぎ」

に参加し、地域情報の案内をはじめました。ボランティアとして参加していますが、

私にとっても、楽しい情報交換の場となっています。外に向かって踏み出せば新し

い交流が生まれ、お互いに得ることが多いと確信しています。 

↑東松島市の仮設住宅

にて活動する様子 

 


