
 

  

 

 

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 

 

3４8 号 

１月号 

中野ボランティアセンターでは、誰もが安心して住みやすい地域づくりのために活動している
地域団体やグループの活動費について一部を助成しています。財源は中野区民のみなさんから
ご協力いただいた「歳末たすけあい運動～地域活動いきいき募金～」の配分金です。 
今回は、「ボランティア・NPO 団体立ち上げ助成」を活用して活動を始めた、中野区重症心身
障害児(者)を守る会代表の宇野雅子（うのまさこ）さんと石松登美子（いしまつとみこ）さん
にお話をうかがいました。 

ボランティア・NPO 団体立ち上げ助成の他にも、

誰もが安心して住みやすい地域づくりのための

在宅福祉活動助成や障害者団体活動助成を行

っています。詳しくは P３をご覧ください。 

 

■会設立への思い 

この 30 年ほどで重症心身障害児（者）へ
の周囲の理解や支援が変わり、また、インタ
ーネットや SNS などによる情報が増えたこ
とで暮らしやすい環境になってきましたが、
まだまだ理解や支援に地域差があったり、有
益な情報の選択に困ったりする現状もあり
ます。「重症心身障害児（者）が身近なところ
に在宅で暮らしていることを知ってほしい。
若い親御さんの道しるべになりたい。個人で
はなく仲間と力を合わせたい。」という、思
いから、区内での会設立に至りました。 

■助成金の使い道  

助成金は設立までの準備や、設立総会
費用の一部として活用させていただい
ています。会の活動は、福祉サービスや
障害についての勉強会開催、行政や地域
への働きかけ等のほか、大きな災害が発
災した際、医療機器が必要な子どものた
めに電源を確保する方法をわかりやす
く周知していく等、多岐にわたります。 

新しい取り組みを行っていくために
会を設立しましたが、障害を持つ人や
その家族が安心して暮らしていけるた
めにネットワークをつくり環境を整え
てきてくれた先輩方の活動や意思を引
き継ぎ、そして次世代に伝え、社会にも
還元していきたいといった「恩送り」の
気持ちにも気づくことができました。 

ボランティア・NPO 団体 立ち上げ助成 とは？ 
中野区内で住民生活に密着した地域活動を行う団体の

立ち上げに必要な経費の一部を助成します。 

助成対象や助成基準などはお問合せください。 

9月 24日(火)に行われた中野区重症心身障害児(者)
を守る会の学習会の様子です。 

■これからの活動 

活動の方向性が明確になったのと同時に
社会的な信用の重さも感じています。設立に
満足することなく常にアンテナを張り、広い
視野をもって、楽しむことも忘れずに、肢体
不自由児者父母の会など、親の会と連携して
活動を続けていきたいと考えています。 

問合せ先：中野区重症心身障害児(者)を守る会 

担当：宇野 雅子 

電話：3228-9235 

メール：nakanokumamorukai@gmail.com 

各種助成事業についての問合せ先 

中野ボランティアセンター 電話：5380-0254 

※それぞれに、要綱、基準がありますのでお電話でお問合せください。 

中野区重症心身障害児（者）を守る会は、 
全国重症心身障害児（者）を守る会を母体と
した身体にも知的にも重い障害をあわせ持
つ子どもの親の会です。重症心身障害への理
解を深めるため区民や行政と協働していく
ことを目指して活動しています。 
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ふくろうの家 中野もみじ山 

レクリエーションボランティア募集 

「喜びと楽しみを分かち合いたい」のキャッチフレーズで、

自宅のように過ごせるアットホームな地域密着型通所介護施

設です。一緒に歌ったり軽い体操等ができるボランティアを募

集しています。 

【日時】年中無休のため活動日は応相談 

10:30～11:30 

【場所】ふくろうの家 中野もみじ山（中野 1-41-50） 

【募集人数】１グループ（1～10名程度） 

【申込方法】電話 または FAX 

【ボランティア保険への加入】必要 

【その他】実費支給なし 

【申込・問合せ】ふくろうの家 中野もみじ山 

電話：3363-1620 FAX：6279-3470 

担当：清田 

 

大和友愛会歌声サークル 

ピアノ伴奏ボランティア募集 

大和友愛会の歌声サークルは、童謡、小学唱歌、懐メロ等を、

ピアノに合わせてみんなで声を揃えて歌い、会員（高齢者）の

健康と交流、親睦を深めることを目的に活動しています。 

【日時】毎月 1回（第 3土曜日） 

13:30～16:00（途中休憩 20分程度） 

【場所】大和区民活動センター 音楽室（大和町 2-44-6） 

【募集人数】1名（キーの変更等歌いやすく伴奏できる方） 

【申込方法】メール 

【ボランティア保険への加入】必要 

【その他】交通費支給実費 800円以内。 

【申込・問合せ】大和友愛会歌声サークル 

メールアドレス：cba18019@nifty.com 

担当：金子 

 

桃園デイクラブ 

ミニデイクラブ ボランティア募集 

桃園デイクラブは、月に３回高齢者のためのミニデイを開いて

虚弱高齢者、認知症の方、日中一人の方、とじこもり高齢者の

方々の居場所作りのお手伝いをしています。歌やお話が好きな

方を募集しています。 

【日時】2020（令和 2)年 1月 13日(月祝日） 

13:00～15:30 

【場所】城山ふれあいの家（中野 1-20-4） 

【募集人数】４名 

【申込方法】電話 または FAX 

【申込期間】2020（令和 2）1月 6日～1月 12日 

【ボランティア保険への加入】必要 

【その他】動きやすい服装で参加してください。 

【申込・問合せ】桃園デイクラブ 

電話・FAX：3954-6922 

担当：吉野 

中野区障害者自立支援協議会 合同セミナー 

～障害者権利条約ってなあに？～ 

「障害者の権利に関する条約」をテーマに、当事者活動に

関わっている講師の方をお招きしてお話いただきます。 

【日時】2020（令和 2）年１月 30日（木） 

13：30～16：00（開場 13：00） 

【場所】中野区産業振興センター 大会議室 

（中野 2-13-14） 

【募集人員】先着 90名 

【参加費】無料 

【申込締切】2020（令和 2）年１月 15日（水） 

【申込方法】電話 または FAX 

【その他】申し込みの際は、氏名、電話番号、配慮が必要で

あるかの有無、一時保育希望者は住所、お子さんの氏名と

ふりがな、月年齢をお知らせ下さい。 

【申込/問合せ】中野区 障害福祉課 障害者施策推進係 

電話：3228-8832 FAX:3228-5660 

担当：伊藤 

 

東京総合保健福祉センター 江古田の森 

すぐに役立つ介護セミナー 

現役看護師による医療分野を中心としたセミナーを開催します 。

在宅を含めた介護の現場にいかせ、介護福祉士の国家試験にも

役立つ内容です。ご興味のある方は是非ご参加ください。 

【日時】2020（令和 2）年１月 12日（日） 

9：00～17：00（休憩 12：00～13：00） 

【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） 

【募集人員】30名 

【参加費】無料 

【申込締切】2020（令和 2）年１月 5日（日） 

【申込方法】電話 

【申込/問合せ】東京総合保健福祉センター江古田の森 

電話：5318-3711 

担当：田中 

 

 

 

東京ボランティア・市民活動センター 

ゆめ応援ファンド助成 

【締 切】2020（令和 2）年 1月 31日（金） 

【対象団体】ボランティア・市民活動団体 

※ 法人格の有無は問いませんが、一般社団法人については剰余金 の

分配を行わないことが定款に明記されている、「非営利型一般社団法人」

のみを対象としています。対象事業や応募方法等の詳細については、東京

ボランティア・市民活動センター ホームページにてご確認ください。 

【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター 

ホームページ参照 https://www.tvac.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 

情報紙「そよかぜ」は掲載非営利団体を募集しています！ 
区民の方に広くご参加いただける、ボランティア、講座・セミナー告知、イベント・行事の告知などの掲載をご希望の場合は、 

下記 URL で詳細をご確認いただき掲載依頼用紙をダウンロード後、必要事項に記入のうえ窓口、郵送、FAX 等でお申込みください。 
http://www.nakanoshakyo.com/service/volunteer/soyokaze/ 
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2020（令和２）年度助成金説明会のご案内 

 

 

  

  

  

「電球の交換が出来ない」、「重いものが動かせない」等、

日々の生活の中での「ちょっとした困りごと」（30 分

以内）をお手伝いするサービスです。住み慣れた中野で

安心して暮らせるように、区民の参加と協力を得て困り

ごとを解決するお手伝いをします。 

【利用できること】 

電球、電池の交換、荷物の移動、カーテンの取り付けなど、

１人で行って 30 分以内で終了するもの。 

※水道・ガス・電化製品等、専門的技術を要する修理や 

身体介護、継続的な家事援助に該当するものは対象外です。 

【利用できる方】 

中野区内に在住で、おおむね 65 歳以上の 

一人暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯。 

費用は無料ですが、実費は相談者の負担になります。 
 
高齢者困りごと支援事業 
℡ 090-5778-7288 fax 5380-6027 
 
お手伝いしていただけるボランティア(サポーター)の方も 

随時募集中です！ 

11 月 17 日（日）に中野駅北口で令和元年台風 19

号被災者支援のための都内一斉街頭募金を行いました。 

その結果、総額 61,614円の募金が集まりました。 

募金活動にご協力をいただきました皆さまに、心より

感謝を申し上げます。 

今回お預かりした募金は、被災者の方に 

直接届く義援金と、現地支援活動等に 

取り組む団体に届く支援金に分けて 

被災地に届けます。 

【使用済み切手・ハガキ・インクカートリッジ】 

角田 由三 様 

千葉 愛樹 様 

大西 孝  様 

明治大学 中野ボランティアセンター 様 

沼袋けやき会 様 

【菓子】 

あんしん葬儀の鷺宮ホール（株式会社 東都） 

【書籍】 

株式会社 大塚商会 社長室 環境・社会貢献課 

在宅福祉活動助成説明会 
 

支え合いの地域活動を支援するため、在宅福祉活動を

行っているボランティアグループ、NPO 団体の活動

費の一部を助成します。 

【日時】※①②のどちらかにご参加ください  

①３月３日（火）15：30～16：30 

②３月５日（木）10：30～11：30 

【会場】スマイルなかの３階 AB 会議室 

障害者等団体活動助成説明会 
 

障害者や生きづらさをかかえる方々とその家族等で

構成する団体及び、障害者や生きづらさをかかえる

方々を直接的に支援する団体を対象に、活動費の一部

を助成します。  

【日時】３月５日（木）14:30～15:30 

【会場】スマイルなかの３階 AB 会議 

 

● 

・ 

● 

・ 

● 

・ 

● 

問合せ：中野ボランティアセンター 電話：5380-0254 

初めて説明会に参加される団体は、事前にご連絡ください 

毎日の生活のなかで、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は職員が訪問

してお話をうかがいます。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） 

 付ありがとうございます！ 寄

付 

多くのご寄付をいただきました。お申し出のあった方を掲載しています。 

 祉何でも相談 ご相談ください 福

付 

 頭募金へのご協力ありがとうございました 街

頭 

★★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/ 

 

 

中野区社会福祉協議会 年末年始のお知らせ 

12月 29日（日）～１月３日（金） 
上記の期間、社会福祉協議会の全ての業務がお休みです。 
来年もよろしくお願いいたします。 

 齢者困りごと支援事業 高

い 
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10月４日（金）野方区民ホールにて、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８団体が

ジャズ、朗読、合唱、落語、フラダンス、似顔絵、パステルアートなどの特技を披露しました。 

当日は、出演者 40名を含む延べ 144 名が来場し、活気あふれる見本市となりました。 

 

 

 

 

10、11月新規登録 14人 総登録者数 599人 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

  初めてのひと 

大歓迎！ 

 

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                「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。 

 

 

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 

≪地図≫ 

 

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 

 

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  1/17  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  1/９・23  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  2/５ 

 

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 1/28   

 

４ 

1 月は 

ありません。 

特技ボランティア見本市を開催しました！ 

ボランティア相談専用電話 

≪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！ 

随時更新中！ 

「桂文治落語教室」下村篤史さん 

衣装と出囃子、机などに毛氈と座布団を敷いた「高座」で

本格的な寄席の雰囲気となりました。 

「桂文治落語教室」は、練馬区を中心に中野区でも高齢者

施設やカフェなどで活躍されています。 

笑ったり、噺をじっくり楽しんだり、季節やイベントの

内容による演目の相談にも応じてくださいますので、 

寄席の開催を検討している場合は問合せしてみてはいかがで

しょうか。      （レポート：ボランティア相談員 土屋） 

※見本市に参加した特技ボランティアの一覧は 
中野ボランティアセンター窓口にて配布しています。 
【問合せ】中野ボランティアセンター 

見本市当日の

様子より 

1/3 は 

お休みです。 

休業 


