
 

 

★ボランティア活動したい！ 

★ボランティアを探したい！ 
相談を通じて地域の方々や 

団体を知りつながります。 

 

 

★ボランティア活動したい 

と 

★ボランティアを探したい！ 
を結びつけます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ボランティアセンター発足当初より、ボランティアに関する相談

受付・紹介等は、区民のボランティアが『ボランティア相談員』と

して、同じ区民の立場で相談にのっています。区民による区民のた

めのボランティアです。今回は、そんなボランティア相談員の役割

をご紹介します。 
 

人と地域をつなぐボランティアコ

ーディネーター養成講座や、ボランテ

ィア相談の説明会を開催します（7月

～８月予定） 

 詳しい日程は後日、中野区社会福祉

協議会ホームぺージ内「地域活動担い

手養成講座」に掲載します。 

【問合せ】中野ボランティアセンター 

電話：5380-0254 
（日・祝日・第３月曜日お休み） 

 

 

 

中田
な か だ

  檜垣
ひ が き

  奥谷
おくたに

 

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 

 

自分の住む中

野が 1人ひとり

の出会いや関わ

りの中で成り立

っている事を知

りました！どう

ぞよろしくお願

いします。 

342号 

新任ボランティア相談員のご紹介 

人とつながる・地域をつなぐ 

  ボランティア相談員 

5 月号 

活動時間は月曜日～土曜日 10時～16時です 

ボランティア相談員担当表は 4 ページをご

覧ください。 

左上から、中田・檜垣・松尾・浅田・奥谷・石井 

色部・春日・土屋・西山・酒井 

左枠、熊田 

 

ボランティア活動者の想いや相

談者の困りごとをしっかり受け

止め、安心して活動できるように

心がけています。 
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認定 NPO法人女性のスペース「結」  

学習支援ボランティア募集  

DV被害者とその子どもの支援を目指す「女性のスペース結」

は、学童保育後や土曜日の小学生の「居場所」で取り組む学

習支援のボランティア（元教員等）を求めています。 

【日時】火曜日 18:30～20:00 土曜日 15：00～16：30 

【場所】西山ガーデンハウス 202（上高田 2-58-11） 

【募集人数】１名（元教員等） 

【申込期間】随時  

【申込方法】FAX、メール、郵送 

【ボランティア保険への加入】不要 

【その他】交通費実費支給 

【申込/問合せ】認定 NPO法人女性のスペース「結」  

住所：上高田 2-58-11西山ガーデンハウス 201 

電話：070-4326-1108 

FAX:5942-8324   

メール：irien001@jindai.jp  担当：入江 

 

NPO法人わかみやクラブいろとりどり 

ぷれジョブボランティア募集 

わかみやクラブの保護者ピアグループいろとりどりは、商店等

の協力を得て行うぷれジョブ活動を実施しています。チャレン

ジする障害のある子の就労体験のサポートができるボランティ

アを募集しています。 

【日時】5月 26（日）14：00～15：30 

【場所】ＮPO法人わかみやクラブいろとりどり（野方 5‐28‐１エ

クセルシオール野方 1-102     

【募集人員】3名 

【その他】動きやすい服装でいらして下さい。 

【申込】随時 

【申込方法】FAX、メール 

【ボランティア保険への加入】不要 

【申込/問合せ】NPO法人わかみやクラブいろとりどり 

住所：中野区野方 5-28-1エクセシオ-ル野方１-102 

FAX：4296-1888 

メール：irotori27＠outlook.jp 

担当：宇田（うだ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：安部野（あべの to） 

【日時 
【内容】 
【対象】 
【場所】 
【その他】 
【人数】 
【（）問合せ】 

  

中野パーキンソン病友の会 

「くすりのキホン」薬剤師博士清水竜先生の講演会 

中野パーキンソン病友の会では、「くすりのキホン」をテーマに

医療講演会を行います。関心のある方はどなたでも参加でき

ます。 

【日時】6月 10日（月） 14:00～16：00  

【場所】スマイルなかの 5階第１・2会議室（中野 5-68-7） 

i【定員】40名 

【参加費】無料  

【申込方法】不要 

【その他】当日会場へ 

【申込/問合せ】 中野パーキンソン病友の会 

電話：090-2543-6211 FAX：3385-7458 

担当：石山 

  

※詳細は各問合せ先にご確認ください

い。  

2019年度 東京都在住外国人支援事業助成 
【締 切】5月 7日（火） 
【問合せ】ホームページ参照 

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/chiiki_tabunk
a/tabunka/tabunkasuisin/0000000158.html 

みずほ教育福祉財団 
第３６回「老後を豊かにするボランティア活動資
金助成事業」 
【締 切】5月 24日（金）必着 
【問合せ】ホームページ参照 

http://www.mizuho-ewf.or.jp 
公益財団法人 オリックス宮内財団 
子ども食堂応援プロジェクト平成 31年度助成 
【締 切】5月 31日（金） 
【問合せ】オリックス宮内財団 事務局 
電話：080-3710-4100 
メール：yoshihiko.watanabe.fp@orix.jp 
担当：渡辺 

みずほ教育福祉財団 
第１７回配食用小型電気自動車寄贈事業 
【締 切】6月 7日（金）必着 
【問合せ】ホームページ参照 

http://www.mizuho-ewf.or.jp 
社会福祉法人木下財団 
２０１９年度障害者支援団体への助成 
【締 切】6月 7日（金）必着 
【問合せ】ホームペ-ジ参照 

http://www.kinosita-zaidan.or.jp/ 
 

障害者団体等自主生産品展示即売会 

参加団体を募集します 
新井薬師あいロード商店街あいロード広場におい

て、区内の障害者団体・ボランティアグループ・

施設が製作している自主生産品の販売会を実施し

ます。各回１団体が使用できます。“自分たちの作

品を販売してみたい！”そんな団体は、ぜひこの

機会にお申込みください！ 

【開催日時】（各回 1団体のみ） 

2019年 6月  8日（土）、 7月 8日（月） 

9月 18日（水）、10月 28日（月） 

12：30～15：30（準備、片付けの時間含む） 

【販売場所】新井薬師あいロード広場 

（新井 1-22-6） 

※販売会の準備、片付けは各団 

体にてお願いします。 
【問合せ】 
 中野ボランティアセンター 
電話 5380-0254 

あいロード

広場外観⇒ 

あいロード商店街のご好意により

無償で会場をお借りしています 



                     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】 
沼袋けやき会様 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

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。 

手作り作品の会展示即売会 

手作り作品の会は区民の皆さんから集まった寄付

の布や毛糸から作品作りを行う会です。ボランティ

アの皆さんが腕によりをかけて作った力作ぞろい

です。ぜひお越しください！！ 
●場所：スマイルなかの３階特設ブース 
●日程：7月１日（月）２日（火）３日（水）  
●時間：１１：００～１６：００ 
申込/問合せ 
中野ボランティアセンター 
電話：5380-0254   
担当：山田・竹村 
 
 

 

 

≪異動・退職のごあいさつ≫ 

経営管理課へ異動 宮島
み や じ ま

 有
ゆ う

 

地域の方々の温かい気持ちや人とのつながりの大切さ

を実感する 6年でした。この経験は私の宝物です。 

退職 淺
あ さ

野
の

 広美
ひ ろ み

 

４年間お世話になりました。 

今後はボランティアとして関われたらと思っています。 

 

マップは区内の公共施設に順次配布予定です。

中野区社会福祉協議会の窓口または、「こどもほ

っとネット inなかの」のホームページ

（https://kodomohot.jimdo.com/）でも閲覧で

きます。ぜひご活用下さい！ 

 

２０１９年度 地域活動担い手養成講座  

のご案内 
中野区社会福祉協議会では、地域活動やボラン

ティア活動者を増やすため、７月から来年の３月に

かけて「地域活動担い手養成講座」を実施します。

講座を受講して、地域デビューしてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

日時：７月２日（火）１４：００～１６：００ 
場所：スマイルなかの３階 AB会議室 

（中野５－６８－７スマイルなかの） 
参加費：無料 
申込み：中野ボランティアセンター 

電話：５３８０－０２５４（日・祝日・第３月曜日休み） 

HP：http://www.nakanoshakyo.com 

中野ボランティアセンター職員紹介 

「なんとなくボランティア活動をし

たいな、と思っていた背中を大き

く押してもらえました。」 

「興味があっても学ぶ機会がな

かったことを、学ぶことができま

した。」   （参加者の声） 

「中野区内の子ども食堂・学習支

援活動マップ」完成しました！ 
こどもほっとネット in なかの※で、中野区

内の子ども食堂や学習支援活動の情報をまと

めたマップを作成しました。掲載団体が 18 団

体に増加し、さらに、写真も加わり、より雰囲

気がわかりやすくなっています。 

 

※「こどもほっとネット inなかの」は子どもと地

域のあたたかなつながりを目指して活動している

子ども食堂や学習支援団体のネットワークです。 

 

♪昨年度の修了生のみなさん♪ 

新年度になり、中野ボランティアセンターに新しい職員が 

加わりました。よろしくお願いします！ 

竹村   新谷 

新谷
しんたに

 菜
な

央
お

 
地域のみなさんと一緒に中野を盛り上

げていけるよう頑張ります。 

竹村
たけむら

 智子
の り こ

 
みなさんに教えていただきながら、中

野の魅力を知り、お役に立てるよう頑

張っていきたいと思います。 

2019 年度中野ボ

ランティアセンター

は、このメンバーで

がんばります♪ 
しんたに なお 

たけむら のりこ 
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月 石井・熊田 木 春日 

火 酒井・奥谷 金 土屋・中田 

水 浅田・松尾 土 色部・檜垣 

 

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：６月５日 ※5月はお休みです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 

 

   

  

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】03-5380-0254 【FAX】03-5380-6027    

【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：６月２５日 ※5月はお休みです。 
  

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：５月１７日  ※5月 3日はお休みです。 

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：５月９日、23日 

 

 3月の新規登録者  3名 

 総登録者      541名 

 Me 

 
ボランティアの活動紹介コーナー 

２０年の間に重い病で入院したとき、字もかけなくなってしまった事もありました。 

「イラストボランティアはどうしようかなぁ…」と思ってかいてみたら不思議な 

ことにイラストがかけました。１回もイラストボランティアを休むことなく 

２０年間続けられました。イラストボランティアは下手、うまいをいっていたらと

ても２０年間つづけられるものではないと思います。あくまでボランティアでイラ

ストの仕事とはちがうからです。力をぬいてかくものもあったり、一生懸命かいた

りするものもあったり、その月によってそういうことのくりかえしでした。 

自分の７２才という年齢を考えても自分をほめたいと思います。 

 

今回は、本紙そよかぜのイラストを描く『イラストボランティア』を 20 年間

続けていただいている、いまのよ かずあきさんにお話を伺いました。 

次回の情報紙そよかぜの発行は６月２５日（火）です。 

6月はホームページ、フェイスブックの情報をご覧ください！！ 

 

ボランティア相談を受け付けています 定期的に開催しています 


