
 

継続することで仲間達にボランティ

アへの興味を持ってもらうことが大

切だと思っています。目標を作り、

協力者にも達成感と一体感を感じて

もらえるように工夫しています。今

は東京 23区の各社協に、１台ずつの

車いすを寄贈する事がみんなの目標

です。また、この活動が誰かのボラ

ンティアのキッカケになってくれる

と嬉しく思います。今後も草野球の

仲間たちと、微力ながら継続してい

きます。 

 

交通事故により片足をなく

した友人が、義足になりな

がらも草野球のグランドに 

おもむきプレーする姿をみ

て勇気と感動を貰いまし

た。その時の気持ちを何か

形に出来ないかと考え、自

分のできることでボランテ

ィアすることを決めまし

た。        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

マウンテンリーグとは 

中野ボランティアセンターで集めています。換

金したお金はボランティア活動を支援するため

の基金「ボランティア基金」として積み立て、

中野の福祉に役立てられています。 
 

★使用済み切手 

★書き損じはがき 

★インクカートリッジ 

★入れ歯（金歯・銀歯） 

★アクセサリー（金属） 

「社会に小さな送り

バント」をキャッチフ

レーズに、2004年に開

設。参加する草野球チ

ームの寄付で車いす

を購入、現在までに 12

台の車椅子を都内の

社会福祉協議会へ寄

贈しています。 

    

マウンテンリーグ 代表  

山田
や ま だ

 彰
あき

弘
ひろ

さんにお話を聞きました！ 

★オムツ（未開封） 

★絵本・玩具 

★タオル（新品） 

身近に出来る寄付ボランティア 

 

【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） 

私たちがいつもいきいきと暮らせる地域（社会）となるように、一人ひとりが

身近なところでできる活動はたくさんあります。 

今回は、直接活動に参加しなくても、地域のために貢献する活動を続けている 

マウンテンリーグの取り組みをご紹介します！ 

 

私の想いをかたちに 

さまざまな寄付ボランティア 

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 

 

きっかけは、友人の姿 

343号 

地域の高齢者施設、障害者施設、保育施設などで

寄付の受入れをしています。 

大切なのは継続 

7 月号 

★洋服 

★食器・雑貨 

★人形 
※不衛生な状態でないもの 

2019 年 2 月中野社協

に車いすを１台寄付

いただきました⇒ 

途上国支援をしている団体など、様々な団体が

寄付を受け付けています。キーワード○例「洋服 

寄付」でインターネット検索すると情報があり

ます。 
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特別養護老人ホーム 江古田の森 

夏祭りボランティア募集 

利用者の支援や模擬店での手伝いができるボランティアを募

集します。一緒に夏の思い出を作りませんか。 

【日時】8月 25日（日）17：00～20：00（集合 15：30） 

【場所】江古田の森（江古田 3‐14‐19）     

【募集人員】15～20人（高校生以上） 

【その他】交通費実費支給。エプロン・三角巾持参 

【申込期限】8月 16日（金）まで 

【申込方法】電話  

【ボランティア保険加入】不要 

【申込/問合せ】特別養護老人ホーム 江古田の森 

住所：江古田 3-14-19 

電話:5318-3711 FAX：5318-3712 

担当：門山・大塚 

特別養護老人ホームしらさぎホーム 

納涼祭ボランティア募集 

利用者の見守り、模擬店の手伝いができるボランティアを募

集します。この夏、一緒に楽しい思い出を作りませんか？ 

【日時】7月 26日（金）27日（土）いずれも 9：30～11：30 

【場所】しらさぎホーム（白鷺 2-51-5） 

【募集人員】10人 

【申込期限】7月 19日（金）まで 

【申込方法】電話 【ボランティア保険加入】不要 

【申込/問合せ】社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

しらさぎホーム 

電話：5356‐6617 担当：倉田、福本 

 

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

  

社会福祉法人 中野あいいく会 

知的障害者（児）ガイドヘルパー養成研修（通学） 

東京都指定の講座です。受講後はガイドヘルパーとして活躍で

きます。平日の夕方または土日に活動できる学生や社会人の

方、障害のある方と一緒に外出をしてみませんか。 

【日時】（講義）8月 29日（木）9:10～16：45/8月 30日（金）

9:00～17：00（実習）8月 31日（土）～10月 28日（月）のうち

1日 6時間  

【場所】（講義）8/29 スマイルなかの 4階多目的室（中野

5-68-7）8/30 中野区産業振興センター3階大会議室 

（中野 2-13-14） （実習）各事業所 

【定員】20名  

【参加費】10,000円（テキスト代 2,808円を含む） 

【申込期間】8月 27日（火）まで。ただし定員になり次第締切  

【申込方法】電話、FAX、メール、郵送 

【その他】受講後ヘルパーステーションあいいくにヘルパー登録

していただいた方には 5000円キャッシュバックいたします 

【申込/問合せ】社会福祉法人中野あいいく会 

住所：中野 1-6-12 

電話：3371-5231 FAX：3371-5231 

メール：na-aiiku@neo.famille.ne.jp 

URL：http//www5.famille.ne.jp/~aiiku/ 

担当：法人本部 佐々木 

 

※詳細は各問合せ先にご確認ください

い。  

朝日新聞厚生文化事業団 
児童養護施設・里親家庭の高校生進学応援金 
【締 切】8月 7日（水） 
【問合せ】 
電話：03-5540-7446 FAX：03-5565-1643 
詳しくはホームページ参照 
http://www.asahi-welfare.or.jp/ 
 

社会福祉法人 愛成会 

メイプルガーデン夏祭りボランティア募集 
メイプルガーデンは障害者支援施設です。季節行事の夏祭り

を開催します。模擬店やゲームコーナーでの販売などの手伝

いができるボランティアを募集しています。 

【日時】8月 30日（金）10：30～16：00 

【場所】メイプルガーデン（中野 5-26-18） 

【募集人員】20人 【申込期限】8月 23日（金）まで 

【申込方法】電話、FAX 【ボランティア保険加入】必要 

【その他】交通費、昼食券支給あり。うわばき持参 

【申込/問合せ】社会福祉法人 愛成会 

住所：中野 5-26-18 

電話：03-3387-0262 FAX：5942-7061 

担当：吉﨑 

SOMPOケア新中野デイサービス 

ボランティア募集 

昨年１１月に移転した、高齢者のデイサービスです。音楽・体

操・手品などを通じて利用者の方の笑顔を一緒に作ってくだ

さるボランティアを募集しています。 

【日時】月～土曜日 10:30～11:30 14:00～15:00頃 

【場所】ＳＯＭＰＯケア新中野（中央 3-27-15） 

【申込】随時  【申込方法】電話、FAX、メール、郵送 

【ボランティア保険加入】必要 

【申込/問合せ】ＳＯＭＰＯケア新中野デイサービス 

住所：中央 3-27-15 

電話：5337-7058 FAX：5330-6140 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：shinnakano@sompocare.com 

担当：福田 

第 40回中野区内朗読の会合同発表会 

中野区内で朗読ボランティア活動をしている 5団体の合同発表

会です。朗読を聞きたい方、興味のある方はぜひご来場下さい。 

【日時】8月 31日（土）13：00～16：15 

【場所】なかの芸能小劇場（中野 5-68-7スマイルなかの２階） 

【定員】110人  【参加費】無料 

【申込方法】不要。直接会場へ 

【申込/問合せ】鍋横朗読の会やまびこ 

電話：3381-1626  

担当：斉藤 

中野区内朗読の会 

朗読講習会 

内藤和美先生をお招きして、朗読講習会を行います。テーマは

「想いを朗読にのせて」と題し、主に微濁音や無声音について学

びます。 

【日時】9月 18日（水）13：30～16：00 

【場所】中野サンプラザ 7階（中野 4－1－1） 

【定員】70人  【参加費】有料（テキスト代 100円） 

【申込期限】8月 1日（木）～9月 10日（火） 

【申込方法】電話、FAX  【申込/問合せ】大和朗読の会 

電話・FAX：3337‐3824  

担当：船山 
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カタルーベの会 

 

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。 

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】 
公益法人 中野法人会様 

真先 薫様 

【教科書・辞書】  

 立正佼成会 中野教会様 

２０１９年度 地域活動担い手養成講座  

「災害がおきたら中野はどうなる？」 

自分の住んでいる中野区の地域特性と防災につい

て知り、自分や家族の命を守る方法や日ごろからで

きる防災対策について学びます。 

日時：7月４日（木）13時 30分～ 

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） 

講師：・菊池 顕太郎氏 

（株式会社トップギア代表取締役） 

・中野区職員 

参加費：無料    申込み、問合せは下記へ 

特技ボランティア見本市 

企画委員募集 
 10 月 4 日（金）に登録ボランティアによる特

技ボランティア見本市を実施します。当日の企

画や運営をお手伝いしていただける企画委員を

募集しています。当日までに 2 回程度、企画委

員会を開催する予定です。ご興味のある方はお

問合せください。 

対象：中野ボランティアセンターの登録ボラ

ンティアで特技をお持ちの方 

申込み、問合せは下記へ 

【問合せ】中野ボランティアセンター  

電話：５３８０－０２５４（日・祝日・第３月曜日休み）ホームページ：http://www.nakanoshakyo.com 
 

カタルーベの会は、ひきこもり当事者やご家族の
方が、同じ立場同士でお茶菓子を飲みながら話し
合い、語り合う居場所です。少し話して、少し聴
いて、少し気晴らししてみませんか？ 
誰かかと話したい、相談したい方は、お気軽にお
立ち寄りください。 
 
日 時：7月 12日（金）、8月 9日（金）、9月 13日（金） 
時 間：13：30～16：00 
会 場：スマイルなかの 4F多目的室（中野 5-68-7） 
参加費：100円 
 

お待ちしてい

ます。 

2019年版 
まちなかサロン 
リーフレットできました♪ 

まちなかサロンは、地域の皆さんが 

気軽に集える憩いの場です。リーフ 

レットには、中野区全域３７カ所を 

掲載しています。お気に入りの場所 

を見つけて、おしゃべり、音楽、食事 

など、仲間と一緒に楽しみませんか？ 

中野社協ホームページでもサロン情 

報をご覧になれます。 

 

配布場所⇒中野ボランティアセンター窓口 

申込み、問合せは下記へ 

中野社協 検索 

障害者団体等の自主製品の展示即売会 

参加団体募集！！ 

 
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。 

“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） 

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。 

 

申込み、問合せは下記へ 

【問合せ】福祉何でも相談 
電話：03-5380-0776 



４ 

 

 

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：7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】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：7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：7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：7月 11日、25日 

 

 4、5月の新規登録者 13名 

 総登録者      551名 

 Me 

 
ボランティアの活動紹介コーナー 

都立中野工業高等学校定時制機械科の生徒による 

『貸し出し用車いすの修理・点検』が行われました。 

「奉仕の時間」への連携・協力の協定を平成２２年４月に締結して

おり、今回で９年目を迎えました。先生の指導を受けながら、ネジ

の調整や汚れ落としなど、4名の生徒たちに丁寧に点検していただ

きました。区民の方に安全に利用していただくことができます。 

ありがとうございました。 

 

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 

※貸し出し用車いすとは… 

中野区民の方が、病気やケガ等で車いすが必要な場合、１か月まで無料で車いすを貸し出しす

る「車いす貸し出し事業」を実施しています。 【問合せ】中野ボランティアセンター 

 

問い合わせ：中野ボランティアセンター ℡03-5380-0254 


