
平成29年2月17日更新

NO 地区 町名 活動内容 活動期間・日時 施設・団体
活動場所
（交通）

備考
（要件・オリエンテーション・問合せ先等）

高齢者関係

1 高齢者 デイサービス 四谷 新宿5
日常活動・レクリエーション補助
①一芸披露　　②話し相手　　③趣味活動の相手（将棋・囲碁）

①月～土曜日　14時～15時
②月～土曜日　13時～16時（応相談）
③（将棋）月・火・木・金（囲碁）月・火・
水・土
14時～15時

日生デイサービスセンターきずな
東京メトロ丸の内線
「新宿御苑前」徒歩5分

2 高齢者 デイサービス 四谷 新宿1
特技を活かした活動
 一芸披露（楽器演奏、手品など）

月～土曜日　13時45分～14時45分
（応相談）

デイサービスセンターなごやか新宿
御苑

東京メトロ丸の内線
「新宿御苑前」徒歩5分

3 高齢者 デイサービス 箪笥町 細工町
昼食の下膳の手伝い
昼食の下膳補助

火・水・金・土曜日
12時40分～13時40分

細工町高齢者在宅サービスセンター
都営大江戸線
「牛込神楽坂」徒歩5分

4 高齢者 デイサービス 箪笥町 北山伏町
昼食配膳の補助
利用者の昼食配膳の手伝い

月・火・木曜日
10時30分～13時（応相談）

高齢者在宅サービスセンター
あかね苑

都営大江戸線
「牛込柳町」徒歩5分

5 高齢者 デイサービス 榎町 弁天町
特技を活かした活動
話し相手、書道、囲碁、麻雀、足浴、パソコンの相手等

月～土曜日
10時～17時（時間応相談）

デイサービスりっくる
東西線
「早稲田」徒歩7分

6 高齢者 デイサービス 若松町 戸山
日常活動の補助
①話し相手、お茶出し、入浴後の髪の毛をドライヤーで乾かすお手伝い
②昼食後の話し相手

①月･水・木・金･土曜日
10時～12時（時間応相談）
②月・木曜日
12時半～14時

東戸山高齢者在宅サービスセンター
都営大江戸線・副都心線
「東新宿」徒歩10分

7 高齢者 デイサービス 若松町 住吉町
①折り紙工作の指導
②一芸披露
③話し相手

月～土曜日
①②14時～15時
③10時～15時（時間応相談）

なごやか曙橋
都営新宿線
「曙橋」徒歩１分

8 高齢者 デイサービス 大久保 新宿6
日常活動・特技を活かした活動
①一芸披露（楽器演奏、手品、落語など）
②話し相手

月～土曜日
①一芸披露　13時30分～15時の間
②話し相手　応相談

ほっとステーション
都営大江戸線・副都心線
「東新宿駅」徒歩3分

9 高齢者 デイサービス 戸塚 西早稲田
特技を活かした活動
将棋の相手

木・土曜日
15時～16時（応相談）

デイサービスヨウコー 東西線「早稲田」徒歩3分

10 高齢者 デイサービス 戸塚 西早稲田
デイサービスでのお手伝い
話し相手、外出付き添い、配膳、洗い物等

月曜日～土曜日　日時応相談 ベストリハ西早稲田
ＪＲ「高田馬場駅」徒歩１２分
東京メトロ「雑司ヶ谷」徒歩7分

11 高齢者 デイサービス 落合第一 上落合

特技を活かした活動
一芸披露・趣味活動の相手（手品・演奏・落語・書道・手工芸・麻雀・カラ
オケ等）
季節行事の支援（お茶出し・見守り・話し相手等）

月～土曜日
10時～15時（応相談）

デイサービスあおぞら
西武新宿線
「下落合」徒歩5分

12 高齢者 デイサービス 落合第一 下落合
特技を活かした活動
一芸披露（手品・演芸・落語・楽器演奏・踊り等）

月～土曜日　時間応相談 ベストリハ高田馬場
JR
「高田馬場」徒歩5分

13 高齢者 デイサービス 落合第一 上落合
日常活動の補助・特技を活かした活動
日常活動（話し相手、レクリエーション等）の補助、音楽演奏や踊りなど

月～土曜日
時間応相談

デイサービスセンター
なごやか新宿

西武新宿線
「下落合」徒歩4分

14 高齢者 デイサービス 落合第一 中落合
特技を活かした活動
レクリエーション（歌など）

月～土曜日
10時～16時30分（応相談）

デイサービスセンター
聖母ホーム

西武新宿線
「下落合」徒歩5分

15 高齢者 デイサービス 落合第一 中落合
日常活動の補助・特技を活かした活動
利用者の話し相手・レクリエーションのお手伝い（工作・そば打ち・お菓子
作りなど）

月～土曜日
時間応相談

やわらぎ中落合
西武新宿線
「下落合」徒歩10分

16 高齢者 デイサービス 落合第一 中落合
特技を活かした活動
施設利用者（男性）の囲碁の相手

木曜日
9時～10時30分

中落合高齢者在宅サービスセンター
西武新宿線
「下落合」「中井」徒歩8分

17 高齢者 デイサービス 落合第二 西落合 書道の補助
月～土曜日
時間応相談

デイホームゆりの木西落合
都営大江戸線
「落合南長崎」徒歩7分

交通費程度の謝金あり

平成29年2月

ボランティア募集情報
本情報で直接参加することはできません。顔合わせ等社協職員が同行します。
ご希望の方は、新宿区社会福祉協議会高田馬場事務所、東分室、各ボランティア・地域活動
サポートコーナー（ホームページ「社協の案内図」参照）までお問合せ下さい。

分野
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18 高齢者 デイサービス 落合第二 上落合
日常活動の補助・特技を活かした活動
日常活動（話し相手、レクリエーション等）の補助、
学習のサポート

月～土曜日
時間応相談

デイサービスセンター花実静華庵

東西線
「落合」徒歩1分
西武新宿線
「中井」徒歩８分

19 高齢者 デイサービス 柏木 北新宿
レクリエーション講師等
①絵手紙、書道、折り紙、手工芸などの講師
②話し相手、レクリエーション補助など

応相談 デイサービスオンリーワン
JR
「東中野」徒歩5分

20 高齢者 デイサービス 柏木 北新宿
日常活動の補助
日常活動（話し相手、レクリエーション等）の補助

応相談
北新宿高齢者在宅サービスセンター
かしわ苑

JR
「東中野」徒歩10分

21 高齢者
特別養護老人

ホーム
箪笥町

北山伏
町

日常活動の補助
シーツ、枕カバーなどの交換

木・土曜日
11時～13時（日時応相談）

特別擁護老人ホーム
あかね苑

都営大江戸線
「牛込柳町」徒歩5分

22 高齢者
特別養護老人

ホーム
箪笥町 北山伏町

日常活動の補助
シーツ、枕カバーなどの交換

木・土曜日
11時～13時（日時応相談）

特別擁護老人ホーム
あかね苑

都営大江戸線
「牛込柳町」徒歩5分

23 高齢者
特別養護老人

ホーム
落合第一 上落合

日常活動の補助
話し相手、クラブ活動支援（書道・カラオケ・映画会）、演奏披露等

日時応相談
特別擁護老人ホーム
もみの樹園

西武新宿線
「下落合」徒歩1分

24 高齢者
特別養護老人

ホーム
落合第一 中落合

日常活動の補助・特技を活かした活動
お話し相手、シーツ交換、下膳、掃除などの軽作業、園芸・花の世話、整
容（入浴後の髪乾燥など）、レクリエーション・歌の活動支援

月～土曜日
10時～16時30分（応相談）

特別擁護老人ホーム
聖母ホーム

西武新宿線
「下落合」徒歩5分

25 高齢者
養護老人
ホーム

落合第一 中落合
日常活動の補助
話し相手、シーツ交換、掃除などの軽作業、クッションカバー作りなどの
裁縫

月～土曜日
10時～16時30分（応相談）

養護老人ホーム
聖母ホーム

西武新宿線
「下落合」徒歩5分

26 高齢者
特別養護老人

ホーム
柏木 北新宿

日常活動の補助・特技を活かした活動
園芸、車椅子清掃、洗濯物の整理、特技披露等

月～金曜日
時間応相談

特別養護老人ホーム
かしわ苑

JR
「東中野」徒歩10分

27 高齢者
グループホー

ム
榎町 原町

日常活動・レクリエーション補助
①一芸披露　②趣味活動の相手（歌・合奏・演奏・書道・手工芸など）　③
話し相手　④散歩の補助

木・金曜日以外
時間応相談

原町グループホーム
都営大江戸線
「牛込柳町」徒歩5分
「若松河田」徒歩７分

28 高齢者
グループホー

ム
榎町

早稲田鶴
巻町

話し相手
利用者と会話をしながら一緒に過ごす

日時は応相談 ワセダグループホーム 東西線「早稲田」徒歩５分

29 高齢者
グループホー

ム
落合第一 中落合

日常活動の補助・特技を活かした活動
入居者との買物・おやつ作り・掃除の手伝い、話し相手、レクリエーション
補助

月～日曜日
時間応相談

グループホーム聖母
西武新宿線
「下落合」徒歩5分

30 高齢者
有料老人ホー

ム
榎町 市谷柳町

話し相手・レクリエーション補助
①入居者の話を聞きながら一緒に過ごす②レクリエーション補助

月～日曜日
時間応相談

メディアシスト市谷柳町
都営大江戸線
「牛込柳町」徒歩3分

31 高齢者
有料老人ホー

ム
大久保 新宿

特技を活かした活動
 一芸披露（楽器演奏、手品、落語など）

曜日は応相談
時間：14時～15時

チャームスイート新宿戸山
都営大江戸線・副都心線
「東新宿駅」徒歩7分

32 高齢者
有料老人ホー

ム
落合第一 中落合

日常活動・特技を活かした活動
話し相手、散歩の同行、囲碁の相手

月～日曜日　時間応相談
介護付有料老人ホーム
グランダ目白・新宿

JR「目白」徒歩9分

33 高齢者
有料老人ホー

ム
落合第二 西落合 利用者の傾聴ボランティア

月～日曜日
時間応相談

有料老人ホーム
グランダ哲学堂公園

都営大江戸線「落合南長崎」徒
歩9分、西武新宿線「中井」徒歩
15分

ボランティアに入る前に事前打合せをします。

34 高齢者 小規模多機能 柏木 北新宿
日常活動・イベントの手伝い
話し相手、散歩の付き添い、畑の手入れ

日時応相談 せらび新宿 
東西線「落合」徒歩9分
JR「東中野」徒歩12分
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35 高齢者
その他施設

サークル活動
榎町 原町

サロン活動の手伝い
参加者同士の交流活動の補助（ジグソーパズル等）

月・金曜日（おおむね月4回程度）
10時～11時30分

高齢者サロン「ろーはいど」
都営大江戸線
「牛込柳町」徒歩2分

ボランティア保険加入必須

36 高齢者
その他施設

サークル活動
角筈 西新宿

講座講師ボランティア・活動の運営補助
①講座講師のボランティア
語学教室やサロンでの講師（韓国語、ドイツ語、英語など）
②軽食時間の運営ボランティア
「軽食タイム」の会場準備、受付対応、配膳、片付け等

①応相談
②第2、4火曜日　11時～13時30分

西新宿シニア活動館
都営大江戸線
「西新宿5丁目」徒歩8分

37 高齢者
その他施設

サークル活動
榎町 原町

「地域安心カフェ」のお手伝い
話し相手、利用者の活動補助、お茶・お菓子の配膳等

毎週木曜日　13時20分～15時30分
※月１回からでも可

原町ホーム
都営大江戸線「牛込柳町」徒歩5
分

・見学可
・ボランティア保険加入必須

児童関係

NO 地区 町名 活動内容 活動期間・日時 施設・団体
活動場所
（交通）

備考
（要件・オリエンテーション・問合せ先等）

38 こども 施設・その他 四谷 南元町
壁面装飾等の制作手伝い
館内の壁面を季節に応じて装飾するための制作物作成や工作物のパー
ツ作りなど

応相談
※単発でも定期的でも

地域子育て支援センター二葉
ＪＲ総武線「信濃町駅」徒歩8分
ＪＲ総武線/東京メトロ
「四谷駅」徒歩13分

39 こども 施設・その他 四谷 南元町
ベビーカット（子どものヘアカット）の準備・片づけ作業・掃除や介添えの手伝い

専用室にて美容師が、親子同席の子どもの散髪をしています。その会場
の準備と終了後の片づけの手伝いなど。

毎月第４ 火曜日
9時45分～16時30分頃まで
※活動時間は応相談

地域子育て支援センター二葉
ＪＲ総武線「信濃町駅」徒歩8分
ＪＲ総武線/東京メトロ
「四谷駅」徒歩13分

・散髪のため、エプロン着用、汚れてもよい動きやすい服
装（スカート不可）
・開始時間には着替えを済ませて下さい（館で着替えが可
能）。

40 こども 施設・その他 四谷 南元町
おもちゃ拭きの手伝い
子どもたちが使用するおもちゃの消毒のためのおもちゃ拭き。

毎週火・木・金・日
10時～11時または15時～16時

地域子育て支援センター二葉
ＪＲ総武線「信濃町駅」徒歩8分
ＪＲ総武線/東京メトロ
「四谷駅」徒歩13分

活動中はエプロン着用、汚れてもよい動きやすい服装

41 こども 児童館 榎町
早稲田南

町

学習の見守り
小学1～3年生の児童が学習を行う間の見守り
（学習指導はありません）

・2月20日（月）
・3月6日（月）、20日（月）
時間：16時～17時

早稲田南町地域交流館
東西線「早稲田駅」1番出口徒歩

１分
・見学可

42 こども 施設・その他 榎町 榎町
誕生日会の手伝い・特技を活かした活動
子ども向けの楽器の演奏等の一芸披露（特にジャグリングや太鼓）

毎月第3木曜日
10時～10時20分

ほっぺるランド神楽坂 東西線「神楽坂駅」徒歩5分 ・交通費支給

43 児童 施設・その他 大久保 大久保
図書館での読み聞かせ
親子に向けた絵本の読み聞かせ

毎週日曜
15時～15時30分

中央図書館読み聞かせ会
中央図書館
副都心線「西早稲田駅」徒歩3分

44 児童 こども園 大久保 大久保
保育園での活動の手伝い
絵本の読み聞かせ・子ども向けの一芸披露・昔遊びの指導・茶道の指導

月曜～金曜日
9時～12時・15時30分～17時の間で応
相談

大久保わかくさ子ども園
副都心線・都営大江戸線「東新
宿駅」徒歩3分
ＪＲ「新大久保駅」徒歩8分

45 児童 施設・その他 落合第一 下落合
保育園での遊びの手伝い
工作、伝承遊び、読み聞かせ等

月～土曜日
9時30分～17時（応相談）

新宿せいが保育園
JR・東西線・西武新宿線
「高田馬場」徒歩10分

46 児童 施設・その他 落合第二 上落合 児童館内での子どもの遊び相手 9時～18時（日時応相談） 上落合児童館 東西線「落合」徒歩3分 交通費等の支給なし

障害関係

NO 地区 町名 活動内容 活動期間・日時 施設・団体
活動場所
（交通）

備考
（要件・オリエンテーション・問合せ先等）

47 障害 施設・その他 榎町 弁天町
日常活動・レクリエーション補助
①散歩の補助、館内清掃の補助等
②書道・歌・絵画等の活動の手伝い

応相談 シャロームみなみ風 東西線「早稲田」徒歩7分 ・活動内容により、事前の研修を行う場合があり。

48 障害 施設・その他 落合第二 西落合 利用者グッズ製作・修繕・日常生活補助 日時応相談 新宿区立あゆみの家
都営大江戸線「落合南長崎」徒
歩15分

分野

分野
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NO 地区 町名 活動内容 活動期間・日時 施設・団体
活動場所
（交通）

備考
（要件・オリエンテーション・問合せ先等）

平成29年2月

ボランティア募集情報
本情報で直接参加することはできません。顔合わせ等社協職員が同行します。
ご希望の方は、新宿区社会福祉協議会高田馬場事務所、東分室、各ボランティア・地域活動
サポートコーナー（ホームページ「社協の案内図」参照）までお問合せ下さい。

分野

その他

49 高齢者
ボランティア

グループ
四谷 若葉

サロン運営の手伝い
ボランティアグループ活動メンバー募集。サロンの企画や運営補助等

第2・第4火曜日
13時～15時

若葉高齢者在宅サービスセンター JR「信濃町」徒歩8分
ボランティアグループ「レッツ・ボランティア」
動きやすい服装。

50
環境・リ
サイクル

ボランティア
グループ

落合第一 中落合
切手の整理活動
使用済み切手の整理と仕分け

毎月第2水曜日
13時～15時

落合切手整理ボランティア
西武新宿線「下落合」徒歩5分
聖母ホーム クラブ室

51
環境・リ
サイクル

ボランティア
グループ

落合第一 中落合
地域清掃ボランティア
落合第一地域圏内のゴミ拾い

毎月15日　13時30分～15時 落一環境アドベンチャー
集合：落合第一特別出張所
解散：新宿清掃事務所

52 その他 サロン 大久保 大久保
交流活動の手伝い
サロン内でのお茶だし・話し相手

月・火・木・金曜日
11時～16時で応相談

自立支援センターふるさとの会
まちカフェふるさと

JR「新大久保」、東京メトロ副都
心線 「東新宿」徒歩10分

地域の方、高齢者以外に精神障害者の利用者もいる。そ
ういった面も理解し対応できる人を募集。

53 その他 サロン 大久保 大久保
サロン運営メンバー
平成29年6月ごろから開始予定の高齢者向けサロンの立ち上げ、運営
サロンの内容としては運動、おしゃべり、歌を歌うことなどを予定

毎月第2金曜日
10時30分～12時

東一会館（新宿6丁目） JR「東新宿」徒歩6分 現在は立ち上げ準備のための検討会を実施中

54 その他 サロン 落合第一 中落合
サロン活動の手伝い
（開催当日の準備・接客・片付けなど）

毎月第3木曜日
14時～16時

ぬくもりサロン
聖母ホーム　ホール
西武新宿線「下落合」徒歩5分

不問

55 高齢者 サロン 落合第一 中落合
サロン活動の手伝い
高齢者の話し相手・折り紙・カラオケ・輪投げ・ウィーゲーム等

2月25日（土）
13時30分～16時

中落合地域交流館 西武新宿線「下落合」徒歩6分

56 その他 サロン 落合第二 西落合

サロンでの調理・来訪者対応などのお手伝い
①食事の調理（ご飯、おかずと汁物のような一般的な家庭料理）
②サロン来訪者対応、食事、飲み物運び
③特技を活かした活動（健康体操・靴磨き・演奏・手品）

日時応相談 みんなのリビング葛が谷
西武新宿線「新井薬師」徒歩8
分、大江戸線　落合南長崎駅
徒歩9分

親子参加の可否は不可です。
随時受け付け。

57 その他 サロン 落合第二 西落合 料理補助・サロン運営補助・参加者との交流

毎月第3土曜日
10時30分～14時
※学校の行事で変更あり

西落合サロン
都営大江戸線「落合南長崎」徒
歩12分、西武新宿線「中井」17分

三角巾・エプロン持参

58 その他
その他

（町会連合会）
箪笥町 箪笥町

町会連合会主催フリーマーケットでのブース準備などのお手伝い
①出店ブース区割りなどの前日準備
②出店ブースの片付けのお手伝い

①3月17日（金）13時～17時
②3月18日（土）14時～16時

箪笥町管内町会連合会
（箪笥町特別出張所）

牛込箪笥地域センター
新宿区箪笥町15
（大江戸線「牛込神楽坂」A1出口
徒歩0分）

高校生以上の方、大歓迎です。

59 その他 施設・その他 若松町 戸山
図書館でのボランティア
書架整理、家庭配本（本の宅配サービス）※有償

日時相談応（継続して月２回以上出来
る方）※原則月曜日休館

戸山図書館
都営地下鉄大江戸線若松河田
駅（河田口）より徒歩8分

戸山図書館の特徴は、障害者向けのサービスの一環とし
て「家庭配本」を行っています。本棚整理も随時、募集して
います。

60 その他 施設・その他 柏木 北新宿
特技を活かした活動
絵手紙の講師

日時応相談 北新宿地区の高齢者施設など
ＪＲ「東中野」「新大久保」「大久
保」
から徒歩圏内

61 その他 施設・その他 区内
演芸活動グループ「青い鳥」メンバー募集
歌等、ジャンル不問

午後の1時間程度の活動 ボランティアグループ「青い鳥」 区内の高齢者施設等
演芸活動のボランティア経験がある、女性の方、大歓迎
です。


