
日本語ボランティアになるための 

講座を開催します 

日時：2019年 12月 3日～2020年 3月 31日  

毎週火曜日 全 15回 18:30～21:00  

会場：中野区国際交流協会 

（中野 2－9－7なかの ZERO西館） 

定員：30名 ※有料です 

応募締切：2019年 10月 31日（木） 

電話：5342-9169メール：anic@nifty.com 

くわしくは、9月下旬の区報、中野区国際交

流協会ＨＰを 

    
中野区国際交流協会 検索 

 

 

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 

 

私たちが暮らす中野には、約１５,０００世帯の外国籍の方々が生活してい

ます。国籍にかかわらず、だれもが安心して暮らすためにはお互いを知

り、理解し合うことが必要と言われています。今回は、そんな外国籍の

方々を、地域の住民が支えるボランティア活動を紹介します。 

日本語ボランティア 

和田
わ だ

 泰司
や す し

さん 
にお話を聞きました！ 

Ｑ．活動内容は？ 

中野に住む外国の子どもたちに日本

語を教えています。主に週１回、職場

が中野で仕事帰りに活動しています。 

3４5 号 

9 月号 

※国際交流協会（ANIC）とは 

外国都市との交流や区内の国際交流

事業を促進するほか、国籍・民族の異

なる人々が文化的違いを認め合い、地

域でともに生きていく「多文化共生」をめ

ざす団体です。外国籍の人々が安心し

て暮らせるよう日本語講座を開講して

いるほか、住民相互の理解を図るため

国際理解講座や教育、文化、スポーツ

など、区民のさまざまな交流の広場にも

なっています。 

Ｑ．ボランティア活動を始めたきっかけは？ 
転職をきっかけに自分の時間が増えました。オンライン

で英会話を習ったらとても楽しくて、もしかしたら教える

側も楽しいのでは…と思って、自分でも出来そうなことを

インターネットで探したところ、中野区国際交流協会※の

日本語ボランティアを知り「やってみたい！」という思い

から講座を受け、一歩を踏み出しました。 

地域活動担い手養成講座        

「国際交流ボランティア養成講座 

～知り合うことからはじめよう！～」   

日時：2019年 9 月 13 日（金）14:00-16:00 
講師：中野区国際交流協会 事務局長  

寺嶋 誠一郎氏 

会場：スマイルなかの 3階（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 

活動の中で困った時には

同じボランティアの先輩

に聞いたり、研修を継続

して受講できたりとバッ

クアップの体制がしっか

りているので、安心して

活動できます。 Ｑ．活動で得られたことは？ 

まだ活動を始めたばかりで、楽

しむ余裕はありませんが、子ども

たちの成長に貢献できる事や、一

緒に自分も成長できる事に喜び

を感じます。 
 

中野社協 検索 
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かがやきの季 

ボランティア募集 

１階食堂を利用して活動するボランティアを募集します。 

【日時】内容により異なりますのでお問い合わせください 

【内容】囲碁・茶道・音楽演奏・踊りの披露・体操・習字・手芸 

【場所】かがやきの季「中野南台」（南台 3-46-5） 

【申込方法】電話、FAX、メール、郵送 

【その他】ボランティア保険加入必要。交通費実費支給 

【申込・問合せ】かがやきの季（サービス付き高齢者住宅） 

住所:〒164-0014 南台 3-46-5 

電話:5328-3022 FAX:5328-3023 

メールアドレス:ayk.hotta@tsukui.net 

担当:堀田 
中野区精神保健福祉講座 

「こころの病気を知ろう」～精神疾患の理解と接し方～ 

精神疾患の基礎知識や症状、接し方について等、講演会方

式でお話しいただきます。精神保健福祉に関心のある方、ぜ

ひご参加ください。 

【日時】10月 4日（金） 14:00～16:00     

【場所】中野区南部すこやか福祉センター （弥生町 5-11-

26みなみらいず内） 

【定員】60名 

【参加費】無料 

【申込方法】電話・電子申請・窓口 

【申込期間】10月 3日（木）まで 

【その他】一時保育（先着 5名）と手話通訳あり。ご希望の方

は 9月 27日（金）までにお申し込みください 

【申込/問合せ】中野区南部すこやか福祉センター 

住所：弥生町 5-11-26 

電話：3380-5551  

担当：杉下 

 

なかのちびっこハロウィン 

ボランティアスタッフ募集 

ハロウィンパレード、コンテストのスタッフを募集します。 

【日時】10月 19日（土）10：00～17：00 

【集合場所】中野サンプラザロビー（中野 4-1-1） 

【人数】20名 

【申込期限】9月 21日（土）まで 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【その他】交通費・昼食あり、仮装参加希望者はグッズ持参 

【申込・問合せ】なかのハロウィン実行委員会 

電話・FAX：5343-1033  

メールアドレス:kahomama2983@gmail.com 

担当:服部 

 

NPO法人中野区聴覚障害者情報活動センター 

補聴器講演会 
補聴器や補聴援助機器を使いこなすための知識や使い方を

学び、生活に役立てていただく講演会です。 

【日時】9月 29日（日） 14:00～16:00 

【場所】スマイルなかの 5階（中野 5-68-7） 

【定員】なし 

【対象】中途失聴・難聴者およびその家族や援助者 

【申込】当日直接会場へ 

【参加費】資料代 300円 

【問合せ】NPO法人中野区聴覚障害者情報活動センター 

電話・FAX:5380-3330 

担当:坂部 

 

健康講座あなたの血管年齢はおいくつですか？ 

～心臓や血管の病気について～ 

血管についての健康講座と同時に血管年齢、骨密度、乳

がんセルフチェックなどの健康チェックを行います。どなた

でもどうぞ。 

【日時】9月 25日（水）10：00～12：00 

【場所】新井区民活動センター（新井 3-11-4） 

【講師】中野共立病院 院長 山本 英司 医師 

【定員】50名 

【その他】直接会場へお越しください。 

【問い合わせ】中野共立健康友の会 

電話 3386-9139 FAX：3387-5888 

担当：大野 

ふらっとなかの 

ふらっと祭 

地域の皆様と共に楽しむ祭を開催します。ふらっと自主製

品のパン、豆富、デザート、雑貨の販売。模擬店、ステー

ジ発表等あります。ぜひご来場ください。 

【日時】9月 14日（土）10:00～15：00     

【場所】ふらっとなかの（本町 5-40-14） 

【その他】悪天候の時は、9月 21日に順延。 

【申込/問合せ】ふらっとなかの 

住所：本町 5-40-14 

電話：6805‐6580 FAX：6805‐6581 

URL:http://www.aisei.or.jp/ 

担当：土屋 

講演会「若年性認知症（意味性認知症）の妻と歩む」 

介護仲間のいない一人介護は危険です。 

介護仲間を作って笑顔で介護をしましょう。 

【日時】10月 7日（月） 13:30～15:00     

【場所】松が丘シニアプラザ（松が丘 1-32-10） 

【定員】50人 

【参加費】無料 

【申込】当日直接会場へ 

【問合せ】花みずきの会 

電話：3951-6970  

担当：海賀 

ボランティア募集情報 

講座・イベント情報 

助成金情報 
※詳細は各問い合わせ先

にご確認ください。 

公益財団法人 大和証券福祉財団 

令和元年度（第 26回）ボランティア活動助成募集 

（1）令和元年度（第 26回）ボランティア活動助成 

（2）令和元年度（第 2回）子ども支援活動助成 

【締切】2019年 9月 15日（日） 消印有効 

【問い合わせ】 

電話：5555-4640 FAX：5202-2014 

http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html 
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障害者団体・施設等で創った自主製品の販売会です。 

ひとつひとつ手作りで作られた素敵な作品や美味しい食べ

物などを販売します。各団体・施設が、普段どのような活動

を行っているのかも、買って、食べて、知ることができます。 

 ぜひ足をお運びください！ 

 

【開催日】10 月 4 日（金）11：00～15：30 

【場所】スマイルなかの 1階自由通路（中野 5-68-7） 

【参加団体】９団体（区内ボランティアグループ、障害者団 

体、障害者施設等） 

 

中野ボランティアセンターに登録している特技ボランティ

アの発表会です。特技ボランティアを依頼してみたいけれ

ど、どんな人がいるのかな？という人も直接ボランティアと

交流できるチャンスです！ぜひお気軽にご参加ください。 

 

【開催日】10 月 4 日（金）13：00～15：30 

【場所】野方区民ホール ※会場変更しています※ 
（野方 5-3-1野方WIZ地下 2F）      

【出演内容】音楽演奏、落語、腹話術 等 

10組が出演予定！ 

【対象】どなたでも 

【その他】特技披露のボランティ 

ア出演の受付は終了しました。 

 害者団体等自主製品展示即売会 障 技ボランティア見本市 特 

 

 ひきこもり当事者や家族の方が、お茶を飲みながら話し合

い、語り合う居場所です。「誰かと話しがしたい」「同じ境遇の

人とおしゃべりしたい」という方、お気軽にご参加ください。 

 

【開催日】毎月第２金曜日 13：30～16：00 

        ※9 月 13 日、10 月 11 日、11 月 8 日 

【場所】スマイルなかの 4階多目的室（中野 5-68-7） 

【対象】ひきこもりの当事者やご家族 

【参加費】100円 

【問い合わせ】福祉何でも相談 ℡ 5380-0776 

 

★★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/ 

 

 

 タルーベの会 参加者募集中！ カ 

 

 【たのくんからの贈り物（文房具等）】 

株式会社大塚商会 様  

 【使用済み切手・テレフォンカード】 

   ・小田 治美 様 

   ・（社福）有隣協会自立支援センター 渋谷寮 

施設長 大月 様 

 

 「視覚障害を理解し、障害者スポーツを体験

しよう！」 
視覚障害のある方の生活について学び、障害者スポーツ

（サウンドテーブルテニス）を体験します。見て、聞いて、体

験して、ボランティア活動に生かしましょう。 

【開催日】10 月 9 日（水）13：30～16：30 
【場所】沼袋区民活動センター 地下 1階音楽室 

（沼袋 2-40-18） 

【講師】NPO法人中野区障害者福祉協会  

会長 高橋 博行 氏 

【対象】視覚障害・障害者スポーツに関心がある人 

【定員】20名（先着） 

【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 

 

 登録サポーター募集！ 
 電球・蛍光灯の交換や荷物の上げ下ろしなど、高齢者の

お宅に伺い、30 分程度のお手伝いをするボランティア活動

です。あなたの空いている時間を地域のために活用してみ

ませんか？ 

 初回の活動には職員が同行します。初めての方大歓迎！ 

【活動場所】中野区内全域  

【対象】20歳以上の中野区内在住・在学・在勤者 

【登録方法】窓口来所により登録 

【問い合わせ】高齢者困りごと支援事業  

℡090-5778-7288 

 齢者困りごと支援事業  高

 付ありがとうございます！ 寄

 

 毎日の生活で心配なこと、不安なこと、気になることなど、

福祉のことなら何でもご相談ください。 

 ご相談は、窓口、電話の他、ご相談の内容によって職員

が訪問してお話を伺います。また、ご本人からだけでなく、ご

家族等のご相談も承ります。お気軽にご相談ください。 

 

福祉何でも相談 ℡ 5380-0776 （後藤・草野） 

 祉何でも相談 ご相談ください 福 

一般の方の観覧も

大歓迎です！！ 

掘り出し

物がたく

さん♪ 

 

申し出のあった方を掲

載しています。その他

多くのご寄付をいただ

きました。 
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７月新規登録 10 人 総登録者数 570 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  ９/12・26 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  ９/4 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  9/24 ４ 

≪急募≫ 
手作り作品の会で使う 

新品の毛糸 
を募集しています！ 

 

「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。 

高齢者困りごと支援事業は、高齢の方

のちょっとした困りごとをお手伝いする活

動です。 

これまでの個人でのサポーター登録に

加えて、企業・団体の登録も始まりまし

た。団体登録をしている社会福祉法人ケ

アネットの望月重人さんの活動に同行し

ました。 

70代一人暮らしの A さんからの依頼です。 

エアコンのフィルターを外してほこりをとり、元通りに取り付ける活動でした。 

職場からの紹介でサポー

ター登録をしました。本職は

ケママネジャーなので、普段

から高齢者の方と関わりが

あります。 

今回は、普段の仕事とは違

う形で高齢の方のお役にた

てて良かったです。 

ありがとうございます。 

これで、安心して暑い夏

を迎えられます！ 

Aさん 

腕をあげての作業は意外に大変です。 

望月さんは、てきぱきと作業を進めて 

いました。15分ほどで活動終了！ 

 

30分程度の空いた時間を活用できるボラ

ンティア活動です。社会人や学生等の登

録サポーターも活動しています。 

興味のある方お気軽にお問合せください。 

高齢者困りごと支援事業 

TEL 090-5778-7288 

月～土 9：00-17：00 ※日・祝、第 3月曜日休み 


