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南南台台保保育育園園園園児児たたちちのの安安心心とと安安全全ののたためめ、、送送迎迎をを見見守守るる

多多田田長長生生ククララブブのの会会長長 秋秋山山 収収一一ささんん ににおお話話ををううかかががいいままししたた。。

12月新規登録 3人 総登録者数 602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 ５５３３８８００ ００２２５５５５
FAX 5380-6027 メール vcsoudan@nakanoshakyo.com 

受付時間 月月～～土土  １１００：：００００～～１１６６：：００００ 

※日曜、祝日、第３月曜日は休み 

 

初初めめててのひと 

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 https://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。
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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。 

毎毎月月第第 11・・33金金曜曜日日  1100::0000--1111::4455  

手手作作りり作作品品のの会会 ・・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。 

毎毎月月第第 22・・44木木曜曜日日  1100::0000--1111::3300  

切切手手ききるるききるるのの会会 ・・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。 

毎毎月月第第 11水水曜曜日日  1100::0000--1111::4455  

エエココたたわわししををつつくくるる会会 ５５３

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。 

毎毎月月第第 44火火曜曜日日  1100::0000--1111::4455  

かかががりり火火会会４

ボボラランンテティィアア相相談談専専用用電電話話  

♪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 

随随時時更更新新中中！！

活活動動をを始始めめたたききっっかかけけ

区立南台保育園が民営化され、民間のユーカリ福祉会
南台保育園が業務を開始する際に社会福祉協議会を通
じて相談があり、多田長生クラブとしてボランティア
で園児の警備や安全見守りをお手伝いできればと了承
しました。 

活活動動がが元元気気のの源源にに

南台保育園に通う園児は現在 90名。朝・夕の送り
迎え時の安全な見送りや警備はもちろん、地元地域
における近隣住民とのコミュニケーションを大切
にしています。 
園児の元気な笑顔と帰宅時の”ハイタッチ”で一日
が終わる毎日は、我々の元気につながっています。 

南南台台保保育育園園 園園長長 野野村村明明洋洋ささんんよよりり

子どもたちの安心と安全を毎日守っていただいて
いるのはもちろんですが、園児たちが皆さんと会
えることを楽しみにしていて、親しんでいる様子
がとても喜ばしいです。 

活動は毎週月～金の毎日。 
時間帯によって朝 8～9 時は
女性、夕方 5～6 時は男性が
シフトを組み、園児たちを 
見守っています。 

【問合せ】中野ボランティアセンター 

  

不要になった衣類や古布をゴミとして捨てるのではなく、裂いて紐状にしたものを織り、新しい
布によみがえらせて作品を作りあげている「かおり会」。元々は区による環境リサイクルの活動
や講座、区報を通じて裂き布織を始めたのがきっかけという、黒星セツ子（くろほしせつこ）さ
ん、丸山弘美（まるやまひろみ）さん、柴木俊子（しばきとしこ）さんに、かおり会のボランテ
ィア活動や作品についてお話をうかがいました。

中中野野区区民民のの中中野野区区民民にによよるる中中野野区区民民ののたためめののボボラランンテティィアア情情報報  

４ 号

月号

－ 具体的な活動

3 年ほど前から学童クラブや児童館の子どもたちも裂き

布織を体験しています。とても楽しそうに、布を裂いたり、

タッセルやコースターを作ったりしている子どもたちの姿
を見ながら、今すぐには意識できなくても、のちに環境問題

を考えるきっかけになることを願っています。 

また、「なかのエコフェア 2019」への参加では、作品紹介

を通じて資源の大切さや環境へのやさしさを伝えることが 

できたのではないかと思います。純粋に作品を待っていてくれる方もいて準備段階から来場して

くださいました。作り溜めるだけではなく、販売があった場合は売り上げの一部を寄付すること

もでき、たくさんの方にお披露目できる場所や常時展示できる場所、販売の場が増えると作品づ

くりにも張り合いが出てきます。 

－ 裂き布織を体験してみたい方へ

先生が誰というわけではなく、会員同士がお互い

に教えあってゆるやかな時間を過ごしながら無理を

せずに活動しています。最初から力んでしまうと続
かなくなってしまいます。まずは、「おもしろそう」

「作ってみたい」という気持ちで、体験に参加して一

緒にボランティア活動を楽しむことから始めてほし

いと思っています。 

－ 作品について

裂いたり切ったりした布を糸の代わりに使い、織り

機で布に織りあげて、色々なアイディアを基にコース
ターやマット、小物やバッグ、洋服などを作ります。    

「かおり会」では古布を活用していますが、古布の

素材や色によって作品の模様や手触りが変わるため、

世界にひとつだけの作品が仕上がります。たとえ古布

にシミがあったとしても、それがまた新しい模様にな

っていくことも楽しみのひとつです。 

「かおり会」についての問合せ先

中野ボランティアセンター

電話：

イインンタタビビュューーをを終終ええてて
様々な作品を囲んで、お話をうかがう

ことができました。裂き布織をごみの減量や

資源の再利用につなげていけることは、もちろん

ですが、思い出深い衣類を使った作品づくりによって

当時を懐かしむことができることも、楽しみのひとつ

になるのではないでしょうか。
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ななかかのの地地域域のの力力（（ちちかからら））ママルルシシェェ
運運営営ボボラランンテティィアア
ボランティア相談、切手きるきるの会、エコたわしをつくる会、手

作り作品の会が合同で出展し、ボランティア活動のＰＲや販売

を行うイベントでのボランティア募集です！ 

【日 時】2月 20日（木）、21日（金）10：00～17：00 

※参加時間は応相談。 

【場 所】中野ブロードウェイ地下プチパリ 

【募集内容】会場準備片付け、チラシ配り、販売の手伝いなど 

【募集人数】各日 2名 

【申込方法】電話・メール・ＦＡＸ 

【申込締切】２月 19日（水） 

【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】中野ボランティアセンター 

特特技技ををいいかかししててボボラランンテティィアア活活動動ををししててみみまませせんんかか？？

福祉施設や個人の方に披露したり、教えたりといった特技ボラ

ンティアの募集をしています。 
 
 
 

個人の方、団体やグループを問わず募集しています。お気軽に

お問合せください。 

【申込・問合せ】中野ボランティアセンター 

中中野野区区国国際際交交流流協協会会
第第３３回回ななかかのの国国際際交交流流フフェェススタタ
中国の変面演技、ネパールの踊り、日本の太鼓・書・華道、大

学・日本語学校学生による合唱などが披露されます。ロビーで

は世界の物品販売も行います。 

【日 時】2月 14日（金）18：00～20：30 

【場 所】なかの ZERO西館小ホール（中野 2-9-7） 

【定 員】500名 

【参加費】無料 

【申 込】不要 

【問合せ】中野区国際交流協会 

住所：中野 2-9-7 なかの ZERO西館 

電話：5342-9169 / FAX：3383-0728 

メールアドレス：anic@nifty.com 

ホームページ：http://www.anic.jp 

担当： 田島 

 
花花みみずずききのの会会

講講習習会会「「元元気気のの源源はは毎毎日日のの食食事事」」
介護する人、される人、調理がおっくうな人にも役立つ「カンタン
だけど栄養満点な献立作り」のお話です。ぜひご参加ください。 
【日 時】3月 2日（月）13：30～15：00 
【場 所】松が丘シニアプラザ 機能訓練室 

（松が丘 1-32-10） 
【定 員】30名 
【参加費】無料 
【申 込】不要 
【問合せ】花みずきの会 
電話・FAX：3951-6970 
担当：海賀（かいが） 

中中野野区区手手話話リリズズムムダダンンスス協協会会

地地域域ふふれれああいいココンンササーートト

当協会は障害者・高齢者の方々の自立支援をしながら、各種

のボランティア活動を 23 年歩み、思いやりの心を育んでいま

す。会場のみなさんが楽しめる手話ダンスコンサートにぜひご来

場ください。 

【日 時】3月 1日（日）13：30～16：00 

【場 所】なかの芸能小劇場 

（中野 5-68-7 スマイルなかの 2階） 

【定 員】100名 

【参加費】無料 

※防犯上、入場には招待券が必要です。必ず事前に

お申込みください。 

【申 込】FAX または メール 

【申込締切】2月 24日（月・休） 

【問合せ】中野区手話リズムダンス協会 

電話・FAX：3382-0814 

メールアドレス：syuwadance1997@gmail.com 

ホームページ： 

https://syuwadance.wixsite.com/nakano-syuwadance 

担当： 広瀬・中川 

障障害害者者がが住住みみややすすいい中中野野をを作作ろろううよよ！！～～ ～～
～～ググルルーーププホホーームム開開設設にに向向けけたた取取りり組組みみ～～

中野区で暮らす障害のある方の住まいの確保のため、グループ

ホーム開設に向けた取り組みや制度についてのセミナーを開催

します。 

【日 時】2月 13日（木）13：00～16：00（開場 12：30） 

【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】先着 90名 

【参加費】無料 

【申込締切】2月 6日（木） 

【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、参加される方の区

分（当事者、家族、支援者、不動産関係、その他）、配慮が必

要であるかの有無（車椅子用席、手話通訳、要約筆記）をお知

らせください。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 1月 29日（水）までにお知らせ下さい。 

【申込/問合せ】中野区障害福祉課在宅福祉係/障害者支援

係 

電話：3228-8953/3228-8706 FAX: 5988-7629 

担当：五味、磯山、諸石 

 

ボランティア募集情報

・麻雀、将棋、囲碁の相手 

・簡単な体操 
・歌唱や楽器などの演奏 

・書道 

講座・イベント情報

中野ボランティアセンター ボランティア相談専用

電話： ：

メール：
ホームページ：
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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。「誰かと話がしたい」、「同じ
境遇の人としゃべりたい」という方はお気軽にご参加くだ
さい。
【開催日時】 月 日 金 ～

場所 スマイルなかの 階多目的室
（中野 ）

月 日 金 ～
場所 未定（お問合せください）

【対 象】ひきこもりの当事者やご家族
【参加費】 円

問合せ先：福祉何でも相談 電話

『『東東日日本本大大震震災災ででははどどううだだっったた？？

災災害害ボボラランンテティィアアのの実実際際』』

東日本大震災発災における災害ボランティアセンターの

開設や実際の活動内容を共有し、中野での災害発災に備え

て、日ごろから何ができるかを考えます。

【開催日時】 月 日（金） ～

【場所】東京都生協連会館 ３階会議室

（中央 − ）

【講師】宮城県東松島市社会福祉協議会

事務局次長 千葉 貴弘氏

【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】 名（先着・事前申込）

【申込】電話、 、メールいずれかで①氏名②電話③住

所を添えてお申込みください。

【申込先】中野ボランティアセンター

電話： ：

メール：

【使用済み切手・インクカートリッジ】

大橋 佳子 様

花崎 昭美 様

千葉 愛樹 様

医療法人社団 中村診療所 中村 洋一 様

大和町東町会 様

新井キリスト教会 様

株式会社レオパレス・スマイル 様

東京国際司法書士事務所 様

損保ジャパン日本興亜 海旅第 ・ 課 様

【書籍・辞典】

小学館 辞書編集部 様

株式会社 大塚商会 社長室 環境・社会貢献課 様

ほほえみサービス事業は、中野区内に住む利用会員（高齢・

障がい・病気・産前産後の方など）の家事や介護の困りご

とを、協力会員が有償でお手伝いするしくみです。住民の

支えあい活動に、あなたの力を貸してください！（ 歳

以上の方であれば、ヘルパーなどの資格は不問です）

【開催日時】 月 日（木） ： ～ ：

月 日（水） ： ～ ：

【場所】スマイルなかの３階 ＡＢ会議室

（中野 ）

【持ち物】①ゆうちょ銀行の口座番号の分かるもの

②年会費 円

③黒のボールペン

※申込・予約は不要です。直接会場へお越しください。

問合せ先：ほほえみサービス事業 電話：

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。 

ほえみサービス協力会員説明会ほ

付

域活動担い手養成講座のご案内地

使使用用済済切切手手をを集集めめてていいまますす  
中野ボランティアセンターに寄せられた使用済み切手

は「切手きるきるの会」にて、整理・仕分けされ業者へ

売却します。その収益金はボランティア基金へ積み立

てられ、様々な地域福祉事業に役立てられています。

封封筒筒ややハハガガキキかかららははががささずずにに、、切切手手

のの周周りりをを 以以上上残残ししてて切り取って

ください。

〈〈受受付付〉〉中野ボランティアセンター窓口

または、郵送にてお願いします。書き損

じハガキも集めています。

タルーベの会 参加者募集中！カ

付

いいまま、、ああららたためめててボボラランンテティィアアのの価価値値をを問問うう

――多多様様性性ををチチカカララにに、、 かからら未未来来へへーー

ボランティアコーディネーションに携わる人たちが活動分

野や立場を超えた議論や対話によって、知識や技術を磨く

ことのできる全国集会が開催されます。分科会において中

野ボランティアセンターのボランティア相談員と職員によ

る事例発表が予定されています。お申込み、参加費などの

詳細はホームページをご覧ください。

全国ボランティアコーディネーター研究集会 東京

実行委員会事務局

特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会

電話： ：

メールアドレス：

ウェブサイト：

国ボランティアコーディネーター研究集会 東京全

カレンダーのご寄付をいただきました 
今年もカレンダーのご寄付をいただきました。

中野ボランティアセンターの窓口に設置してありますので、

ご自由にお持ちください。

【設置場所】中野ボランティアセンター

住所：中野 スマイルなかの 階
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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。「誰かと話がしたい」、「同じ
境遇の人としゃべりたい」という方はお気軽にご参加くだ
さい。
【開催日時】月日金～

場所スマイルなかの階多目的室
（中野）

月日金～
場所未定（お問合せください）

【対象】ひきこもりの当事者やご家族
【参加費】円

問合せ先：福祉何でも相談電話

『『東東日日本本大大震震災災ででははどどううだだっったた？？

災災害害ボボラランンテティィアアのの実実際際』』

東日本大震災発災における災害ボランティアセンターの

開設や実際の活動内容を共有し、中野での災害発災に備え

て、日ごろから何ができるかを考えます。

【開催日時】月日（金）～

【場所】東京都生協連会館３階会議室

（中央−）

【講師】宮城県東松島市社会福祉協議会

事務局次長千葉貴弘氏

【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】名（先着・事前申込）

【申込】電話、、メールいずれかで①氏名②電話③住

所を添えてお申込みください。

【申込先】中野ボランティアセンター

電話：：

メール：

【使用済み切手・インクカートリッジ】

大橋佳子様

花崎昭美様

千葉愛樹様

医療法人社団中村診療所中村洋一様

大和町東町会様

新井キリスト教会様

株式会社レオパレス・スマイル様

東京国際司法書士事務所様

損保ジャパン日本興亜海旅第・課様

【書籍・辞典】

小学館辞書編集部様

株式会社大塚商会社長室環境・社会貢献課様

ほほえみサービス事業は、中野区内に住む利用会員（高齢・

障がい・病気・産前産後の方など）の家事や介護の困りご

とを、協力会員が有償でお手伝いするしくみです。住民の

支えあい活動に、あなたの力を貸してください！（歳

以上の方であれば、ヘルパーなどの資格は不問です）

【開催日時】月日（木）：～：

月日（水）：～：

【場所】スマイルなかの３階ＡＢ会議室

（中野）

【持ち物】①ゆうちょ銀行の口座番号の分かるもの

②年会費円

③黒のボールペン

※申込・予約は不要です。直接会場へお越しください。

問合せ先：ほほえみサービス事業電話：

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。 

ほえみサービス協力会員説明会 ほ

付

域活動担い手養成講座のご案内 地

使使用用済済切切手手をを集集めめてていいまますす 
中野ボランティアセンターに寄せられた使用済み切手

は「切手きるきるの会」にて、整理・仕分けされ業者へ

売却します。その収益金はボランティア基金へ積み立

てられ、様々な地域福祉事業に役立てられています。

封封筒筒ややハハガガキキかかららははががささずずにに、、切切手手

のの周周りりをを以以上上残残ししてて切り取って

ください。

〈〈受受付付〉〉中野ボランティアセンター窓口

または、郵送にてお願いします。書き損

じハガキも集めています。

タルーベの会参加者募集中！ カ

付

いいまま、、ああららたためめててボボラランンテティィアアのの価価値値をを問問うう

――多多様様性性ををチチカカララにに、、かからら未未来来へへーー

ボランティアコーディネーションに携わる人たちが活動分

野や立場を超えた議論や対話によって、知識や技術を磨く

ことのできる全国集会が開催されます。分科会において中

野ボランティアセンターのボランティア相談員と職員によ

る事例発表が予定されています。お申込み、参加費などの

詳細はホームページをご覧ください。

全国ボランティアコーディネーター研究集会東京

実行委員会事務局

特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会

電話：：

メールアドレス：

ウェブサイト：

国ボランティアコーディネーター研究集会東京 全

カレンダーのご寄付をいただきました 
今年もカレンダーのご寄付をいただきました。

中野ボランティアセンターの窓口に設置してありますので、

ご自由にお持ちください。

【設置場所】中野ボランティアセンター

住所：中野スマイルなかの階


