
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 

3４7 号 

１１月号 

東京災害ボランティアネットワークの取り組み 

社会福祉協議会や NPO/NGO、ボランティア団体等、発災後に被災者支援に取り組むであろう多様

な団体が、日ごろより顔の見える関係を持っていれば、支援活動はスムースになるはずです。都内に

ある様々な団体と防災訓練や防災・減災講座等、災害に備える取り組みを実施しています。また、

2000 年の三宅島噴火災害や 2011 年の東日本大震災、2013 年の伊豆大島での土砂災害、2015

年の北関東豪雨水害などの被災地での支援活動にも取り組んでいます。それらの被災地で学んだこ

とを、これからの東京の防災・減災につなげていく取り組みも大事にしています。 

 
 地域住民が災害ボランティア活動に参加することの重要性 

災害ボランティア活動と聞いて皆さんはどんな活動をイメージできるでしょうか。廃家財の搬出や土砂

の除去、物資の整理などの力仕事や、炊き出しや救援物資の配布などでしょうか。ただし、これらの活

動を支えるのは被災した地域の方々です。廃家財の搬出をしようと思っても、そのような活動を実施し

ていることをどうやって被災者の皆さんに伝えるのか、伝わっても声があがった被災者の家はどこにあ

るのかがわからなければ意味がありません。どの被災地でも地元の方が窓口や案内役になって災害

ボランティアは活動します。そう考えたとき、地域の皆さんが災害ボランティア活動に参加してくださら

ないと、災害ボランティア活動そのものが成り立たないのが現実です。また、災害ボランティア活動は

災害時（発災時）だけではありません。先述したように災害前（発災前＝日常時）にもたくさんあるはず

です。社会福祉協議会（ボランティアセンター）、自治会や自主防災組織、各種福祉施設や地域の

方々と共に、災害時を考える機会を作っていくことも大切な災害ボランティア活動です。 

今、各地で台風、大雨、地震、火山噴火等の自然災害が多く発生しています。災害

に備えて行政、地域住民、ボランティアなどが一体となって平時から災害被害の軽

減に向けて取組むことが求められています。今回は、災害に備え取り組んでいるお

二人の活動をご紹介します。 

東京災害ボランティアネットワーク

福田
ふ く だ

 信
のぶ

章
あき

さんより 

東日本大震災後、宮城県に赴任した

際、ボランティア活動し、現地でＮＰＯの

方々、地元の方々と復興への歩みを少

しでもご一緒できたのが、私にとって大き

なボランティア活動への後押しになって

います。現在は、ボランティアセンターの

紹介で視覚障害のある方のお手伝いを

しています。その方のアドバイス等をいた

だき、障害を持つ方への災害時の支援

のあり方を学んでいます。 

 

 

中野社協も 

 中野区総合防災訓練に 

参加します！  

会場：区立南台小学校 
（南台 3-44-9） 

10：30～12：00 の間、防災体験

ができます！中野区社会福祉

協議会ブースでは災害ボラン

ティア活動のＰＲや、パネル展

示を行います。 
ご来場お待ちしています！ 
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倶楽部千代田會舘 

調理補助・話し相手のボランティア募集 

高齢者が過ごす施設です。家庭的な雰囲気が魅力の千代田

會舘で、昼食の調理補助や明るく気さくな利用者の話し相手

ができるボランティアを募集しています。 

【日時】月～日曜日 

（30 分～1 時間程度、曜日時間は応相談） 

【場所】千代田會舘（本町 5-10-4） 

【申込方法】電話、FAX、メール、郵送 

【ボランティア保険加入】必要  

【その他】実費支給なし 

【申込・問合せ】倶楽部千代田會舘  

住所：164-0012 中野区本町 5-10-4  

電話：3384-6203  

FAX：3384-6204 

メール：m-takano@carenet.tokyo   

担当：高野 

「第９回手作りサミット in 中野の手作り市」開催 

お好きなものに出会えるかも？あいロード広場で手作り市開

催。区内で活動しているグループ、個人作家の作品販売で

す。紡いだ糸、手織り、手編みの品、可愛らしい小物など。 

【日時】11 月 23 日(土・祝)・24 日(日) 10:30～15:30 

【場所】新井薬師あいロード商店街あいロード広場 

(新井 1-22-6) 

【その他】グループでも個人の方でも手作りの品展示即売を

希望する方はご一報ください。 

【申込・問合せ】手作りサミット in 中野  

電話：080-1053-6849  

担当：髙橋 

公益財団法人 日本生命財団 

2020 年度「児童・年少健全育成助成」（物品助成） 

【締切】11 月 29 日（金） 

【問合せ】公益財団法人 日本生命財団 

URL：https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/02.html 

 

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 ヤマト福祉財団 

令和２年度福祉助成金 

【締切】11 月 30 日（土） 消印有効 

【問合せ】公益財団法人ヤマト福祉財団助成金事務局 

電話：3248-0691 

URL：https://www.yamato-fukushi.jp/ 

メディカルホームまどか哲学堂 

書道ボランティア募集 

認知症のある高齢者と一緒に書道をしてくださるボランティ

アを募集します。 

【日時】月曜日 13：30～15：00 

【内容】高齢者が書いた習字の添削やアドバイスを職員と一

緒に行います。 

【場所】メディカルホームまどか哲学堂（江古田 1-24-13）  

【申込方法】電話、FAX  【ボランティア保険加入】必要 

【その他】交通費支給あり 

【申込・問合せ】ベネッセスタイルケア メディカルホームまど

か哲学堂  

住所：江古田 1-24-13 

電話：5988-0866 FAX：5988-0867 担当：工藤 

 

おやぎょうワークショップ 

「子どもに考えさせる聞き方」開催 

「何回言っても、子どもが言うことを聞いてくれない」言葉かけ

を変えると、子どもの反応が変わります。思いやりの心を育む

伝え方を一緒に学びませんか？ 

【日時】11 月 13 日(水) 10:00～11:30 

【場所】みずの塔ふれあいの家(江古田 1-9-24) 

【対象】子育て中の保護者や、コミュニケーションに感心のあ

る方。※保育はありませんが、お子様連れもＯＫです。※中

野区委託事業です。 

【申込方法】メール 

【申込・問合せ】おやぎょう中野 

メール：oyagyo.rainbow@gmail.com  

担当：山崎 

中野区社会福祉協議会 

街頭募金ボランティア募集 

 12 月 1 日より「歳末たすけあい運動～地域いきいき募金

～」が始まります。中野社協職員と一緒に、街頭募金に協

力できるボランティアを募集します。集まった募金は、区内

の地域福祉活動へ還元し、地域福祉の充実のために役立

てられます。 

【日時】 ①12 月 2 日(月) 13：00～15：00 

      ②12 月 2 日(月) 16：00～18：00 

      ③12 月 12 日(木) 15：00～17：00 

【場所】①③ JR 中野駅 ②JR 東中野駅 

【募集人数】 ①③10 名 ②5 名 

【申込期間】11 月 16 日(土)まで 

【ボランティア保険加入】不要 

【その他】実費支給なし 

【申込方法】電話・メール・ＦＡＸ 

【申込・問合せ】中野区社会福祉協議会  

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 

社会福祉法人 悠遊グループホームえごた 

演奏ボランティア募集 

認知症の方が家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る施設で

す。クリスマスイベントで演奏や歌の披露ができるボランティア

を募集します。 

【日時】12 月 22 日（日）14：00～15：00 

【場所】グループホームえごた（江古田 3-3-22） 

【申込方法】電話 

【申込期間】12 月 16 日（月）まで 

【ボランティア保険加入】必要  

【その他】実費支給なし 

【申込・問合せ】社会福祉法人 悠々グループホームえごた 

電話：5913-1871 

担当：根本 
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「台風 15 号」「台風 19 号」の災害により、各地で災害ボラ

ンティアセンターが開設され、被災された方々への支援が

続けられています。 

 下記のホームページにて、被災地支援、災害ボランティ

アの情報を随時更新していますので、参考にしてください。 

【ホームページ】 

全国社会福祉協議会 被災地支援  

災害ボランティア情報 

https://www.saigaivc.com/ 

東京ボランティア・市民活動センター 

https://www.tvac.or.jp/ 
中野ボランティアセンターでは、窓口にてボランティア保険

の受付をしています。 

受付時間:月～土 10:00～16:00 

※日・祝・第 3 月曜はお休み 

 

まちなかサロン かみさぎタイム 
ちょっと一息ほっとできる場所、ちょっとした発見や出会

いがある場所、世代を超えた様々な人との交流など、お得

な情報や楽しいことがあるかも！ 

【開催日】原則毎月第 3 火曜日 14：00～16：00 
※11/10 日・12/17 火・1/14 火・2/18 火・3/30 土 

【場所】社会福祉法人武蔵野療園かみさぎホーム 

     （上鷺宮 3-17-4） 

【参加費】100 円（カフェ・資料代） 

 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/ 

 

 

 

 「生きづらさを抱えた人が、いきいきと暮らせる

地域をつくる」～就労支援静岡方式に学ぶ～ 

ひきこもりやニートなど、生きづらさを抱える人が社会で孤立

することなく、応援できることを考える講座です。 

【開催日】11 月 14 日（木）13：30～16：30 
【場所】スマイルなかの 3 階 AB 会議室 

【講師】NPO 法人青少年就労支援ネットワーク静岡 

     理事長 津富 宏 氏 

【対象】生きづらさを抱える人の支援に興味・関心のある中

野区在住、在学、在勤の方 

【参加費】無料 

【定員】40 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 

 

おしゃべり、お食事等を楽しめる地域の居場所が掲載さ

れています。あなたもお気に入りの場所を見つけて、地域に

でかけてみませんか。 

中野社協窓口の他、区内公 

共機関等で閲覧ができます。 

今回からホームページにも掲載 

します。１１月上旬発行予定です！ 

 

 域の居場所情報一覧 2019 できました！ 地 

 

 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 

 

  【使用済み切手】 
   ・小原 美津江様 

   ・やよいボランティアコーナー様 

   ・（株）三菱 UFJ 銀行様 

 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。 

 害ボランティア・被災地支援情報 災

地域のほっとス

テーション♪ 

 

 

ご家庭で使い切れない食品の《有効》活用！！ 

受付・配布場所 

「なかのエコフェア２０１９」会場特設テント 
日 時：１１月１６ 日（土） 

場 所：中野四季の森公園 

イベントエリア（中野４-１２） 

受付時間：10：0015：00 まで/配布時間：15：30～18：00 

主催：中野区 問い合わせ：環境部環境課（3228-5516） 

 ードドライブ２０１９ フ 

社協もこの取り組み

に協力しています  
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９月新規登録 7 人 総登録者数 586 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  11/1・15 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  11/14・28 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  11/6 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 12/24※11 月はありません  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。 

朗読ボランティア 

斉藤
さ い と う

 薫子
か お る こ

さん(鍋横朗読の

会 やまびこ)にお話を聞きま

した 

 

 

どのようなボランティア活動をしていますか？ 

主な活動は視覚障害の方への地域ニュースの音訳（読んでテープや

ＣＤに録音）と児童館での紙芝居、絵本の読み聞かせ、中野区内朗読

の会発表会の開催、それと地域のお祭りへ朗読による参加です。 

始めたきっかけは？ 

もともと演劇を学んでいましたが、結婚・出産で遠ざかっていまし

た。地域で朗読講習があることを知り、 

「やってみたい」と思い参加しました。 

活動で得たものや大切にしていること 

児童館でお話していると楽しそうに絵本 

をのぞきこんでくる子どもたちの顔に 

こちらも元気をもらえます。 

中野区内朗読の会とは…？ 

大和朗読の会、上高田朗読グル

ープゆりの会、さぎのみや朗読

の会、上さぎ朗読の会、鍋横朗

読の会やまびこ 

上記の５グループの総称です。 

【問合せ】中野ボランティアセンター 


