
 

 

特技ボランティアとは… 
仕事や趣味で培った技術、技

能をいかしたボランティア活動

です。 

囲碁･将棋・麻雀、パソコン、折

り紙、書道、バルーンアート等、

その種類は盛りだくさん！ 

楽器演奏やダンスなどのパフォ

ーマンスは、福祉施設のイベン

トや地域のお祭りを盛り上げる

等、中野の街のあちこちで活躍

しています。 

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 

 

3４6 号 

１０月号 

自分のための趣味や特技をボランティア活動で地域のためにいかしてみませんか？ 

きっとそれは、新しい出会いのきっかけになること間違いなし！今回は、仕事をしながら、ボラ

ンティア活動をしている横内夫妻にお話を伺いました。 

 
夫婦で視覚障害がありますが、夫婦の共通の趣味

の三味線や琴をいかして、何かできないかとボラン

ティア登録をしました。現在、月に１回高齢者施設の

あずみ園で活動しています。 

様々な場所で、人に喜ん 

でもらい、出会いがたくさ 

んあり、私たちの励みにな 

っています。 
登録ボランティア 

横内明さん、愛さん 

特技ボランティア見本市では、登録ボランティアが活動先で披露し

ている踊りや演奏などを実演します。出演者と直接会い・話せる交流の

時間もあります。昨年もこの場でたくさんの出会いが生まれ、活動につ

ながっています。 

地域まつりに 

来てもらったら、 

盛り上がりそう！ 

クリスマスに利用

者と一緒に歌を

歌ってくれる人

はいないかな？ 

特技ボランティア見本市 

10月4日（金）13:00開演 

野方区民ホール（野方 5-3-1野方Wiz） 

≪昨年度の参加者の声≫ 

～観覧者より～ 
利用者と一緒に観に行

きました。いろいろな

出演内容に楽しませて

もらいました！ 

～出演者より～ 
最近は依頼がなかったので、 

活動をやめようと思っていました。 

出演後の交流タイムで、色々な方 

から声をかけられ、まだまだ 

活動したいと意欲がわきました。 

昨年の様子、会場いっぱいの観覧者が集まりました！ 
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デイサービスゆめふる白鷺店 

ボランティア募集 

高齢者と一緒に楽しみ、笑顔をつくるお手伝いをしてくださる

方をお待ちしています。 

【日時】月～土曜日 13:30～15:00 日時応相談 

【内容】楽器演奏、踊り、歌など 

【場所】デイサービスゆめふる白鷺店（白鷺 2-6-24） 

【申込方法】電話、FAX  

【その他】近隣の送迎可能です。お問合せください。 

【申込・問合せ】株式会社やさしい手ゆめふる白鷺店 

住所:白鷺 2-6-24 

電話：5356-1760 FAX：5356-1761 担当：西村 

公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団助成 

①2019年度社会福祉事業「NPO基盤強化資金助成組織

および事業活動の強化資金助成」 

②2019年度社会福祉事業「NPO基盤強化資金助成 認

定 NPO法人取得資金助成」 

【締切】10月 11日（金）17時 

【問合せ】公益財団法人損保ジャパン 日本興亜福祉財団

助成 電話：3349-9570 URL：https://www.sjnkwf.org/ 

中野区立弥生福祉作業所 

デュオフェスティバル お手伝いボランティア募集 

知的障害者の就労支援等をする施設です。南中野児童館と

合同でお祭りを行います。 

【日時】10月 19日（土）10：30～15：30 

【内容】模擬店、ゲームコーナー、自主生産品販売 

【場所】中野区立弥生福祉作業所全館（弥生町 4-36-15） 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【その他】交通費、昼食あり 

【申込・問合せ】中野区立弥生福祉作業所 

住所：弥生町 4-36-15 

電話：3384-2939 FAX：3384-2896 

メール：yayoifukusaku@inagi-masayume.com 

担当：村木、里 

ひきこもり地域家族会 中野わの会 

家族懇談会（親の居場所） 

同じ境遇の家族同士でつながり、困っていること、良かったこ

と、愚痴など一緒にお話ししませんか。 

【日時】10月 12日、11月 9日、12月 14日 

     いずれも土曜日 13：30～16：00 

【場所】+Life鷺宮地域センター（鷺宮 4-37-14-3F） 

【定員】15名 【参加費】100円 

【申込・問合せ】ひきこもり地域家族会中野わの会 

電話：080-3088-8308  

メール：nakanowanokai@gmail.com  担当：綱島 

たんぽぽ親の会 

子どもの見守りボランティア募集 

区内の障害児と保護者の交流・情報交換を目的としたお茶

会やイベントを行っています。会の間、子どもたちの見守りを

してくださる方を募集しています。 

【日時】10月 24日（木）10：00～12：00 

【場所】マイルドハート高円寺 交流スペース（杉並区高円寺

北 1-28-1） 

【募集人数】2名 【申込方法】電話、FAX、メール、郵送 

【その他】交通費あり、動きやすい服装、ボランティア保険要 

【申込・問合せ】たんぽぽ親の会 

住所：南台 3-37-8-109  

電話：090-7295-0218 FAX：050-5833-7125  

メール：tampopo.oyanokai@gmail.com  担当：苦瓜 

 

中野区愛育会 

区民福祉講演会「行動障害の理解と支援について」 

中野区愛育会は知的障害のある人たちの豊かな地域生活

を応援しています。 

【日時】10月 29日（火）10:00～11：30 

【講師】NPO法人クローバー 事務局長 藤井 亘 氏   

【場所】中野区産業振興センター大会議室（中野 2-13-

14） 【定員】96名 【参加費】無料 

【締切】10月 4日（金）～28（月）まで 

【申込方法】FAX、メール 

【申込/問合せ】中野区愛育会 

住所：中野 1-6-12 FAX：5330-2946  

メール：nakanoaiiku-event@softbank.ne.jp 担当：髙橋 

2019年度 スミセイ コミュニティスポーツ推進

助成プログラム 

【締切】10月 4日（金）必着 

【問合せ】公益財団法人住友生命健康財団 

電話：5925-8660 URL：http://www.skzaidan.or.jp/ 

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。 

東中野がん哲学外来メディカルカフェ 

ドキュメンタリー映画上映会「がんと生きる言葉の処方箋」 

がんに罹っても、明るく生きる人々がいる。そこには心を癒や

す言葉の処方箋が溢れていた。カフェ開設にも携わった 4

人の主人公の物語、どなたにも観ていただきたい作品です。 

【日時】10月 26日（土）13：30～16：00 

【場所】東中野キングス・ガーデン（東中野 4-2-16） 

【定員】40名 【参加費】500円 

【申込方法】電話、FAX、メール、当日参加も可 

【その他】上映後は通常のカフェです。映画の感想も含めて

分かり合いの時間とします。 

【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 

江古田の森 

介護の日イベント・施設見学会開催 

ボランティアに興味のある方、一度施設を見学してみたい

方、この機会にお気軽にご参加ください。 

【日時】11月 9日（土）13:30～16：00 

【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）【定員】10名 【参加費】無料 

【締切】10月 1日（火）～31（木）まで 

【申込方法】電話、FAX 

【申込/問合せ】社会福祉法人南東北福祉事業団東京総

合保健福祉センター江古田の森 住所：江古田 3-14-19 

電話：5318-3711 FAX：5318-3712 担当：加藤・石川 
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ME を WEにする！地域を支えるサポーターに 
中野社協の活動は、区民の皆様による会員制によって

支えられています。いただいた会費は、ボランティア活動や

地域活動を推進する事業等に使用されます。ぜひ会員に

なって、中野の地域福祉の推進にご協力ください。 

 

区分 年会費 対象 

普通会員 1口 1,000円から 個人、商店、グループ等 

団体会員 5,000円以上 町会・自治会、施設等 

特別会員 10,000円以上 個人、企業等 

※入会方法は、社協窓口、または郵便振込みとなります。 

※中野社協の会費及び寄付金は、税制上の優遇措置（税

額控除）を受けられます。 

 

①中野駅ガード下夢通り展示 
中野社協の紹介を 10月 1日(火)～31日(木)まで展示

しています。あなたの地域の地域担当の紹介や社協の事

業紹介をしております。ぜひお近くを通る際はご覧ください。 

②にぎわいフェスタに参加します！ 

10 月 12 日（土）～13 日（日）10：00～16：00 
ブースでは、社協の紹介、会員の入会の受け付け、地域

活動等の紹介等を行いながら、ボランティアさん作成のエコ

たわしの販売やゲームコーナーなどのお楽しみも予定して

います。ぜひ、遊びに来てください。 

 

問合せ 経営管理課 ℡5380-0751 

 

まちなかサロン弘子さんの家 
お家ではまだまだ元気だけど、外出は大変になった弘子

さんを囲んで、お話と歌を楽しむサロンです。手作りのお菓

子を弘子さんが作ったカップでいただきます。個人宅の良

さを生かして、和める親しい雰囲気を大事に運営していま

す。 

【開催日】毎月第 4水曜日 13：30～15：30 
【場所】個人宅（新井 3丁目） 

【参加費】200円（お茶菓子付） 

 ちなかサロン 新規オープン！ ま 

★★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/ 

 

 

 

 「性的マイノリティ（LGBT）への理解」 
LGBT などの性的マイノリティの方々の思いや、現状など

を知り、地域でともに生きることについて考えます。 

【開催日】11 月 11 日（月）14：00～16：00 
【場所】中野区産業振興センター3階大会議室 

（中野 2-13-14） 

【講師】NPO法人パープル・ハンズ 

事務局長 永易 至文 氏 

【対象】地域活動参加に興味・関心のある中野区在住、在

学、在勤の方 

【参加費】無料 

【定員】70名（先着・事前申込） 

【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 

 

 障害者団体等自主生産品展示即売会の会場で使用する

机・いすの①搬出・設置②搬入のお手伝いをしてくださる方

を募集します。初めての方大歓迎です！ 

【日時】10 月 4 日（金） 

①9：20～10：00 ②15：40～16：20 
【場所】スマイルなかの（中野 5-68-7） 

【募集人数】2名 

【申込方法】電話、FAX、メール、窓口 

【その他】ボランティア保険要 

①②いずれかのみの活動も可 

【申込・問合せ】中野ボランティアセンター 担当：山田 

 害者団体展示即売会 ボランティア募集 障

 

 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 

９５歳の弘子さんが

手作りのお菓子とお

茶を用意してお待ち

しています♪ 

 

 

 【文房具等】 

AD印刷株式会社 様  

 【使用済み切手】 

   ・上高田ふれあいの会 様 

   ・上鷺宮区民活動センター 様 

   ・沼袋けやき会 様 

 付ありがとうございます！ 寄

 

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。 

 野社協会員募集増強キャンペーン 中
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８月新規登録 １２人 総登録者数 ５７９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   

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

 

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  10/4・18 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  10/10・24 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  10/2 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 10/30 ※いつもと日程異なります。 ４ 

♪受付中♪ 
＊使用済み切手 

＊使用済みインクカ 

ートリッジ 

＊入れ歯 

＊アクセサリー 

「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の登録サポータ

ー三條龍起さんに活動についてお話を伺

いました。 

 

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 

登録サポーターとしての活動は、まだ日が浅いの

ですが、 これからも地域の困っている人のための

活動を続けながら、色々なことを学んでいきたい

と思います。   

ボランティア活動を広げたいと思っていた時に、社協職員に勧めら

れました。また、私は人見知りで人と関わるのが苦手なので、人付

き合いに慣れるいい機会だと考え、やってみようと思いました。 

活動内容は、月に数回、電球の交換や重い荷物を運ぶ等のちょっと

したお手伝いでしたが、初めての訪問時でも、お年寄りの方は気さ

くに対応してくださり、緊張せず気楽に行うことができました。 

活動を終えた後に、「ありがとう」と 感謝の言葉を頂き、人に喜

ばれるお手伝いが出来て、やってみて良かったと思いました。 

活動をしてみて・・・ 

これから・・・ 

活動をはじめたきっかけ・・・ 


