
 

 

 

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 

 

 いま注目されている地域のこども食堂※

でボランティア活動をしているお二人にお

話を伺いました！ 

ボランティア活動ができる場所は、身

近な地域にたくさんあります。あなたも始

めてみませんか？ 

世代を超えたボランティア仲間♪ 

学生ボランティア 

小林 琴音 さん 

エプロン若菜代表 

浮ケ谷 せつ子 さん 

Ｑ．ボランティア活動を始めたきっかけは？ 

妹と一緒にごはんを食べに来た際に声を

かけられました。将来保育関係の仕事に就

きたいので、いろんな年齢の子どもと関わ

ることは役に立つと思いました。 

Ｑ．活動内容は？ 

来てくれた親子にお弁当やお味噌汁の

提供をしています。できるだけ自分から話

しかけるよう心掛けています。 

Ｑ．活動で得られたことは？ 

子どもから大人までいろ

んな人と関わることは貴重

な体験です。また、来てくれ

る子どもの成長を親御さん

と一緒に喜べることにやり

がいを感じています。 

3４4 号 

８月号 

Ｑ．学生ボランティアと一緒に活動していかがですか？ 

子どもと年令が近いので、「お姉ちゃんがいる！」と

子どもが自然によっていけます。明るく若い人がいると

活気がでていいですね。彼女はとてもよく気がついてく

れるので助かっています。 

Ｑ．エプロン若菜はどんな場所ですか？ 

食を通して、子育ての応援をして 

いる場です。地域のお弁当店からの

呼びかけがあり、始めました。活動を通して、地域の若

いお母さんの状況がよくわかり、また小さいころから味

覚を育てる大切さも感じています。 

※こども食堂とは・・・ 

地域の子どもたちに安価・無

料で食事を提供する場所で

す。地域の居場所としての

役割もあります。中野区内に

は現在 15箇所のこども食堂

が地域の人の活動により運

営されています。詳しくは・・・ 

こどもほっとネット inなかの 検索 

どんな活動があるのか知りたい人に！ 

地域活動担い手養成講座       学生も参加可♪ 

「地域も自分も好きになる 

～働く世代のボランティア講座～」   

日時：2019年 8 月 2 日（金）18:30-20:00 
講師：区内活動 NPO団体、社協職員他 

会場：スマイルなかの（中野 5-68-7） 

申込み：電話、FAX、ホームページ申込フォーム 

     TEL 5380-0254 

FAX 5380-6027 

 

自分にあった活動をみつけたい 

ボランティア活動をしてみたいけど、 

何ができるかわからない 

ボランティア相談員が希望を伺いながら一緒に

活動をお探しします。 

問い合わせ：中野ボランティアセンター 

ボランティア相談専用電話： 5380-0255 

中野社協 検索 

＠こども食堂「エプロン若菜」 

２～４ページにも 

ボランティア情報があります！ 
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たのしい家中野江古田 

園芸・音楽活動ボランティア募集 

地域との繋がりやふれあいを大切にしながら「たのしい」生活

を送ることをめざす高齢者のグループホームです。 

【時間】10：30～15：30の間 曜日・時間は応相談 

【場所】たのしい家中野江古田（江古田 3‐3‐１0）     

【募集人員】若干名 【その他】実費支給あり 

【申込】随時      【申込方法】電話、FAX、郵送 

【ボランティア保険への加入】必要 

【申込/問合せ】たのしい家中野江古田 

住所：〒165-0022江古田 3-3-10 

電話:5318-3621 FAX：3385-1721  担当：中村 

 

なかの洋舞連盟 

第21回東京なかの国際ダンスコンペティション 

ジャンルを問わないユニークなダンスコンクール。全国・ 

海外から集まる出場者達の熱い競演をぜひご覧ください。 

【日時】8月10日（土）～13（火）、17（土） ※時間はHPで確認       

【場所】なかのZERO 小ホール・大ホール （中野2-9-7） 

【参加費】10-13日は無料、17日のみ1,000円 

【申込方法】当日直接会場へ 

【その他】車椅子利用者は１週間前までにお知らせください 

【申込/問合せ】なかの洋舞連盟 

電話・FAX：3916-4534  担当：池田 

メール：office@nakanodancecompetitiontokyo.com 

URL：http://www.nakanodancecompetitiontokyo.com  

地域生活支援センターせせらぎ 

夏祭りボランティア募集 

心の病がある方の生活を支える場所です。夏祭りで、調理や

出し物の準備等、一緒に楽しんでくださる方を募集します。 

【時間】8月 8日（木）11:00～17:00 

【場所】地域生活支援センターせせらぎ（中野 5-68-7スマ

イルなかの 6Ｆ）     

【募集人員】15名  【その他】エプロン持参 

【申込】8月 7日（水）まで 【申込方法】電話、FAX、メール 

【ボランティア保険への加入】不要 

【申込/問合せ】地域生活支援センターせせらぎ 

電話：3387-1326 FAX：3387-1347 

メール：seseragi-nakano@ littlepocket.org  担当：今成 

 

白鷺メディカルカフェ 

発足4周年記念講演会 

普段なかなか話せないご自分の病気「がん」のこと、患者を

支える家族の思い等、お茶を飲みながら気兼ねなく語れる場

所（カフェ）です。今回は樋野興夫先生の特別講演会です。 

【日時】8月17日（土） 13:30～16:00     

【場所】日本キリスト教団白鷺協会（白鷺2-47-10） 

【定員】70人  【参加費】無料 

【申込期間】8月17日（土）まで 

【申込方法】電話・FAX・メール 

【その他】当日参加も可能です。直接会場にお越しください。 

【申込/問合せ】がん哲学外来白鷺メディカルカフェ 

電話：3338-7973 FAX：3223-1256 

メール：shirasagi.medicafe@gmail.com 

URL：https://shirasagimedicafe.wixsite.com 担当：太田 

 

おやぎょう中野 

ワークショップ「子どもに考えさせる聞き方」 

毎日の親子の会話もコツを知ると、叱ることやケンカが減りま

す。子どもが自主的に考えやすい言葉かけとは？体験しなが

ら楽しく学びましょう。 

【日時】9月11日（水） 10:00～11:30     

【場所】みずの塔ふれあいの家（江古田1-9-24） 

【定員】20人（申込み順） 【参加費】無料 

【申込期間】8月9日（金）～9月9日（月） 【申込方法】メール 

【対象】子育て中の保護者や、コミュニケーションに関心のあ

る方 【その他】子ども連れの参加可。中野区委託事業。 

【申込/問合せ】おやぎょう中野 

メール：oyagyo.rainbow@gmail.com 担当：山崎 

 チャイルドライン中野子ども電話 

受け手養成講座 

18歳までの子どものためのヘルプ電話です。名前は言わなく

ていい、一緒に考え、ちょっとだけ背中を押す受け手になる基

礎講座です。受け手デビューしてみませんか？ 

【日時】9月21日（土） 13:30～17:30     

【場所】早稲田大学ほか 【定員】40人（先着順） 

【参加費】7,000円（全12回） 

【申込期間】8月1日（木）～9月10日（火） 

【申込方法】電話、メール、郵送 

【申込/問合せ】チャイルドライン中野子ども電話 

〒165-0027野方 1-10-14-304 担当：大畑 
電話：080-3919-0489 メール：kinuyo.ohata@gmail.com 

 

鷺宮すこやか福祉センター 

「そのネットの使い方 病気ではないですか？ 

～インターネット・ゲーム依存の現状と治療～」 

インターネット・ゲーム依存についての現状と、どうなった場合 

に治療が必要か、最先端の現場で治療にあたっている医師が 

わかりやすくお話しします。 

【日時】9月6日（金） 18:30～20:00     

【場所】中野区産業振興センター3階大会議室（中野2-13-14） 

【定員】90人 【参加費】無料 

【申込期間】8月6日（火）～9月5日（木） 

【申込方法】電話・FAX 

【その他】一時保育、手話通訳あり。希望者は8/30まで申込み 

【申込/問合せ】鷺宮すこやか福祉センター 

電話：3336-7111 FAX：3336-7134  担当：山本 

なかの生涯学習サポーターの会 

生涯学習「実践・学び合い」講座～自分も楽しい・

みんなも楽しい生涯学習～ 

地域を探り、学び、体験し、自分自身の地域活動のきっかけ

づくりにするとともに、生涯学習サポーターと学び合う楽しさを

知る講座です。 

【日時】9月13・20・27日・10月11・18日（金）9:30～11:30 

11月1日（金）13:30～16:30    

【場所】なかのZERO西館学習会1（中野2-9-7） 

【定員】40人 【参加費】500円 

【申込期間】8月1日（木）～8月31日（土） 

【申込方法】電話・FAX・ホームページ・郵送 

【申込/問合せ】なかの生涯学習サポーターの会 

住所：中野 2-9-7 担当：なかの ZERO生涯学習支援課 

電話：5340-5011 FAX：5340-5016  

URL：ないせすアカデミアで検索  
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まちなかサロン 古民家８０ 
高齢者から乳幼児まで誰でも参加できます！懐かしい田舎

家でロボット犬アイボと一緒に遊べます♪ 

【開催日】毎月第２・４月曜日 10:00-14:00出入り自由！ 

【場所】個人宅（若宮 1-29-11 相原宅） 

野方駅南口徒歩 5分 

【参加費】200円  

※乳幼児無料・お茶付 

 

中野わの会発足１周年記念講演会 

講演会「復活！親と子のコミュニケーション」 
1 周年を記念し、講演会を開催します。講演会後に保健

師等による相談会も行います。 

【日時】8 月 24 日（土）13:30～16:30 （開場 13:00） 

【講師】親業訓練協会インストラクター山崎詔子氏 

【場所】スマイルなかの 3F AB会議室（中野 5-68-7） 

【定員】40名 

【参加費】100円 

【主催】ひきこもり地域家族会「中野わの会」 

【共催】（社福）中野区社会福祉協議会・中野区（相談会のみ） 

 ちなかサロン 新規オープン！ ま  きこもり地域家族会 中野わの会 ひ 

 

当日は、区内福祉施設等のボランティア担当者が観覧予

定！特技を披露して、売れっ子ボランティアになりましょう♪ 

【日時】10 月 4 日（金）13：00～15：30  

※9：30～リハーサル 

【場所】なかの芸能小劇場（中野 5-68-7） 

【募集】先着 10組 （※初めての参加者優先） 

【申込期間】8 月 20 日（火）まで 

【対象】 

①中野ボランティアセンターの登録ボランティアであること 

②特技を生かして中野でボラ 

ンティアをしたい方 

③企画委員会に参加できること 

8月 29日（木） 

（他の出演者との顔合わせ） 

 技ボランティア見本市 出演者募集 特  

障害者の理解を深め、皆さんの自主製品の販売を通し、日

頃の活動を伝えることができる機会です。また、一緒に活動

する参加者を募り、活動資金を得るチャンスでもあります！

ご参加お待ちしています♪ 

【日時】10 月 4 日（金）11：00～15：30  

【場所】スマイルなかの 1F自由通路（中野 5-68-7） 

【募集】先着７組 

【申込期間】8 月 1 日（木）10:00 より受付開始 

【対象】区内障害者施設及び区内で活動する障害者団

体、地域で活動している非営利団体 

【その他】 

①各団体の自主製品のみ販売できます。  

（会場で調理はできません） 

②事前説明会：9月 6日（金）14：00-15:00に必ずご参加

ください。 

 害者団体展示即売会 参加団体募集 障

害 

 

今年も中野ボランティアセンターのブースがでます！ 

一緒に PR活動のお手伝いをしてくれる方を募集します。 

【日時】8 月 17 日（土）15:15～18:00 

【場所】薬師あいロード商店街 

【内容】チラシ配り、エコたわし販売、体験コーナーの手伝い 

【募集人数】2名 

 

★★問い合わせ・申し込み★★ 

中野ボランティアセンター 

電話 5380-0254 FAX 5380-6027 

メール vc@nakanoshakyo.com 

URL  http://www.nakanoshakyo.com/ 

 

 

 いロードまつり ボランティア募集 あ 

 

「子どもの貧困と学習支援」 
学習支援に取り組む団体の視点から、子どもの貧困の現状

と、貧困状態にある子どもの支援における学習支援の意義・

役割について学びます。 

【日時】8 月 23 日（金）10:00～12:00 
【場所】スマイルなかの 3FAB会議室（中野 5-68-7） 

【講師】NPO法人キッズドア 事務局長 松見幸太郎 氏 

【申込】電話、FAX、ホームページ申込フォーム 

 域活動担い手養成講座 受講生募集 地 

初めての方も 

大歓迎！ 

昨年の様子 満員御礼♪→ 

 

ボランティア相談員は、中野区民や福祉施設等のボランテ

ィア活動に関する相談にのり、コーディネートを行う、区民と

区民をつなぐボランティアです。たくさんの出会いがあるワク

ワクするボランティア活動です。あなたも仲間になりません

か？まずは説明会にご参加ください。 

【日時】8 月 29 日（木）10:00～11:00 
【場所】スマイルなかの 3FAB会議室（中野 5-68-7） 

【申込】事前申込不要、 

直接会場へ！ 

 ランティア相談員 募集説明会 ボ 

現在 11名のボランテ 

ィア相談員が活躍中！→ 

誰でも気軽に立ち

寄れる場所です！ 
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６月新規登録 ９人 総登録者数 ５６０人 

 

 

 

 

発行：社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 中野ボランティアセンター 

東京都中野区中野 5-68-7 スマイルなかの３F 

電話 03-5380-0254 Fax 03-5380-6027  メール vc@nakanoshakyo.com     随時更新中！ 

ホームページ http://www.nakanoshakyo.com     ※日曜、祝日、第３月曜日は休み 

 

区民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。 
 

 

０３-５３８０-０２５５ 
FAX 5380-6027  メール vcsoudan@nakanoshakyo.com 

受付時間 月～土 １０：００～１６：００ 

※日曜、祝日、第３月曜日は休み 

 

石井 熊田 月 

酒井 奥谷 火 

浅田 松尾 水 

春日 木 

土屋 中田 金 

色部 檜垣 土 

 

ボランティア相談専用電話 

中野区中野 5-68-7 

スマイルなかの 3F 

＊中野駅北口より徒歩7分 

≪地図≫ 

 

初めてのひと 

大歓迎！ 

寄付品の布や毛糸を活用し、自宅で小物を作っていま

す。制作する作品について話し合います。 

毎月第 1・3金曜日 10:00-11:45 

手作り作品の会  9/6・2０ １ 

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ます。自分のペー

スで活動ができます。 

毎月第 2・4木曜日 10:00-11:30 

 切手きるきるの会  8/8・22 ２ 

エコたわしをつくり、イベントやバザー等で販売していま

す。売り上げはボランティア基金に寄付されます。 

毎月第 1水曜日 10:00-11:45 

エコたわしをつくる会  8/7 ３ 

本紙そよかぜの発行作業（ページ組み、ラベル貼り等）

のお手伝いをする活動です。 

毎月第 4火曜日 10:00-11:45 

かがり火会  8/27 ４ 

小・中学生等の参加

もできます！夏休

み中の体験にぜひ

どうぞ♪ 

 

「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。 

「江古田フラ愛好会」 
日本の歌謡曲に合わせたフラダンスを創作

しています。参加型のフラダンスができるグ

ループです。 

中野ボランティアセンターでは、特技を生かしたボランティア活動をしている人がたくさんいます。 

今回は高齢者施設等で仲間と一緒に活動する江古田フラ愛好会の磯部八重さんにお話を伺いました！ 

代表の磯部さんは 

フラダンス歴 20年！ 

聞きなじみのある歌謡曲でフラダンスの披

露をしています。一緒に踊って楽しめるプロ

グラムの工夫もしています。皆さん楽しんで

くださいます。 

皆さんが楽しむ姿を見ると元気をもらえま

す。これからも仲間たちと楽しみながら活動

を続けていきたいです。 

施設入居者の方 

むかし、フラダン

スをやっていま

した。とても懐か

しいです。 

生かしたい特技がある！ 

ボランティアを紹介してほしい。 

中野ボランティアセンターへお気

軽にお問い合わせください♪ 

※８月は休み 


