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　長年、社協会員として支えてくださった皆さまへ感謝の
気持ちをお伝えする場です。
　地域活動に興味のある方のご参加もお待ちしております。

日　時 	 平成 30年 10月 24日（水）午後 2時〜 4時
	 （開場　午後 1時 30分）
場　所 	 四谷区民ホール（新宿区内藤町 87番地	四谷区民センター 9階）
対　象 	 社協会員または新宿区内での地域活動に興味がある方
内　容 	

出演　塩
しおのや
谷　多

た
衣
え
さん（ピアノ）

　東京音楽大学卒業。音楽・映像ソフトの会社に勤務する
かたわら、ヴァイオリンや、母・塩谷靖子の伴奏者として、
多数の演奏会に出演。

「赤い羽根共同募金運動」に
ご協力お願いいたします。

今年も 10 月１日から始まる

平成29年度赤い羽根共同募金運動

■ 1,470,000円

■ 590,000円

■ 320,000円

■ 20,000円

■ 1,278,719円
障害のある方の生活支援
や多様な活動を支援する
施設・団体への助成

東京都内の広域的な課題
の解決や災害支援のため
の活用

その他、多様な地域
活動を行う団体への
助成

多世代・地域交流を
目的とした活動を行
う団体への助成

平成29年度
 募金総額

3,678,719円

子ども健全育成や児童福祉に
かかわる施設・団体への助成

　新宿区内で集まった募金のうち、約 65％は、新宿区内の福祉
施設・団体に助成金として配分され、新宿区内のさまざまな活動
に役立てられます。また、約 35％は都内広域で活用されるほか、
下記の災害等準備金として、積立てられます。

●募金受付期間
　10 月１日から 10 月 31 日まで　

●受付窓口
・新宿区社会福祉協議会、各特別出張所、
　町会・自治会　他

※募金箱は、ボランティア・地域活動サポー
トコーナー（※ 4面参照）、各特別出張所な
どの公共施設、ご賛同いただいた店舗など
に設置予定です。
※共同募金は、税制上の優遇措置を受けられ
ます。詳しくはお問合せください。

協　力：新宿区町会連合会
	 新宿区民生委員・児童委員協議会
後　援：新宿区

◆街頭募金のお知らせ◆　
　民生委員・児童委員、町会、地域の皆
さんと社協職員が毎年街頭募金活動を
行っています。

◆高田馬場駅（JR・西武線・東京メトロ東西線）
　10月 1日（月）、2日（火）
　①午前 8時〜 9時（1日に限り 10時まで）
　②正午〜午後 1時　③午後 4時〜 5時

　今年は、大阪北部地震や平成 30年 7月豪雨など、大きな災害が起こりました。
　都道府県共同募金会では、被災地でのボランティア活動を支援するため、毎年共同募金
の一部を“災害等準備金”として積み立てています。この度の災害支援では、この災害等
準備金が被災された地域の災害ボランティアセンターの運営支援などの資金として活用さ
れました。

被災地では、多くの
災害ボランティアが
活躍しています。

第 1 部
社協活動報告

第 2 部
ソプラノ歌手　塩谷靖子さん

「うたとトーク」

◆中井駅（都営大江戸線）
　10月1日（月）、2日（火）
　午前 8時〜 9時
　（1日に限り10時まで）

◆新大久保駅
　10月 3日（水）
　午前 9時〜 10時

◆西新宿駅周辺
　10月 1日（月）　
　午前 9時〜 10時

◆曙橋駅周辺
　10月 20日（土）
　午前10時〜11時30分

3,678,719 円募金額

大規模災害への備え 〜災害等準備金について〜

法人経営課　TEL：03-5273-2941　FAX：03-5273-3082　E-mail：houjin@shinjuku-shakyo.jp問合せ・申込み先

新宿区社会福祉協議会 演奏曲目（予定）
「秋の夜」、「落葉松」
「荒城の月〜月光
ソナタの中で〜」他

出演　塩
しおのや
谷　靖

のぶ
子
こ
さん（ソプラノ歌手）

　東京教育大学附属盲学校を経て東京女子大学文理学
部数理学科卒業。プログラマーとして日本ユニシスに
入社。後に声楽を始める。「太陽カンツォーネ・コンコ
ルソ」クラシック部門第1位、「奏楽堂日本歌曲コンクー
ル」入選、「全日本ソリストコンテスト」入賞、他。エッ
セイストとしても活動。

会員感謝のつどい

倉敷市での屋内清掃活動の様子

平成 30年（2018）
９月 20日発刊

No.162
新宿社協だより［K E Y A K I ］　 	 9 月 20 日号もくじ

・ゆるやかな見守りにご協力ください
・四谷警察署から感謝状を授与されました
・地域行事用の機材を貸出します
・認知症高齢者等支援ボランティア養成講座
・新宿区 CSR ネットワーク
・寄附金・寄附物品のご報告

・成年後見センターからのお知らせ

申込み方法
10 月 5 日（金）までに、電話、FAX、E メール、窓口のいずれか。①〜③
を明記の上、下記までお申込みください。先着 400名
①氏名（ふりがな）、②電話番号（もしくは FAX番号）、③会員・非会員の別
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地域の支えあいのなかで、
ゆるやかな見守りにご協力ください

　新宿社協は、平成 30 年 7 月に、四谷警察署長・四谷防
犯協会会長から、地域安全活動を積極的に推進し、安全安
心な四谷の街づくりに貢献したとして感謝状を授与されま
した。
　特殊詐欺防止に関する啓発活動として、地域見守り協力
員事業（区発行の「ぬくもりだより」を配布し、あいさつ
や声かけを通して高齢者の生活を見守る事業）での周知協
力や、ふれあい・いきいきサロン（地域の居場所作り活動）
で警察署の方に直接お話をしていただくなど、さまざまな
形で協力しました。
　このような取組みにより、新宿社協に警察署からも見守
りが必要な高齢者の相談をいただき、地域見守り協力員事
業につなげることができました。
　新宿社協は、地域の方々
の協力や関係機関との連携
で、新宿がより暮らしやす
いまちになることを目指し
ています。
　今後も、地域の方々と一
緒に地域の支えあい活動を
推進していきます。

　何か特別なことをするのではなく、今まで通り、地域の皆さんが地域のご近所さんや知り合いの方をちょっと気に
する、それを継続していただくことが大切だと考えています。「ゆるやかな見守り」は、支援を受けるのを好まない人、
少し気がかりな人などをさりげなく見守ることができるというメリットがあります。
　新宿社協では、「ゆるやかな見守り」を地域の中で広めていくため、町会・自治会や施設・団体の会合などへ出向
かせていただいています。町会の中でサロンの立ち上げを検討されたり、友愛訪問のように個別に声かけ・訪問をし
ているところもあります。地域の皆さんに、社協事業などについてお話しする機会をいただきたいと思っています。
　ご関心のある町会・自治会・グループの方はお問合せください。

対象団体 	新宿区内に所在し、区内を活動拠点とした施設または団体、学校など
対象行事・活動 	ボランティアや地域活動、地域福祉の推進を目的とした行事。
また、福祉への理解を目的とした学校などが行う福祉教育や体験学習。
※営利目的、政治・宗教活動は対象外です。

ゲーゴルゲーム

西新宿４丁目町会役員会にて
周知をさせていただきました。

　平成27年の国勢調査の結果では、新宿区の65歳以
上の高齢化率は、全国や東京都と比較して低い状況にあり
ます。しかし、新宿区は一人暮らしの高齢者の方が、65
歳以上で33.4％、75歳以上で35.2％と高齢者の3人に
1人が一人暮らしで、全国や東京都よりも多い現状です。

①専門的な見守り
認知症や虐待など対応が困難なケースなどに対し
て、高齢者総合相談センターや区役所の職員が専
門的な知識や技術を持って行う見守り活動。

②担当による定期的
な見守り

定期的な安否確認や声掛けが必要な人に対して、
高齢者クラブの友愛訪問や、住民ボランティアや
民生・児童委員、地域見守り協力員事業など、担
当を決めて定期的に行う見守り活動。

③ゆるやかな見守り
地域住民が、日常生活の中で、ゆるやかに行う見
守り活動。いつもと違う、何かおかしいと感じる
人がいたら、専門機関に相談し、つないでいく。

　①と②は既に新宿区や新宿社協も取り組んでいます。これからは③地域の皆さ
んに「ゆるやかな見守り」へのご協力をお願いします。
　「今まで挨拶していたのに、最近挨拶をしなくなった。」、「いつも同じ服装。ちゃ
んと着替えているかしら。」など、ご近所同士で、このような会話をされていませ
んか？このように、地域で「ゆるやかに見守り」をする中で異変に気付いた時は、
社協や高齢者総合相談センターへご連絡ください。

◀

ゆるやかな見守り

気付く

　一人暮らしの高齢者の方たちが、安心して暮らせるまちにしていく
ためには、地域の方々の協力なくしては進まないと考えています。
　そこで、誰もが安心して暮らせる地域にするために、必要なことと
して、「見守り」があります。
　見守りには、3つの方法があります。

社協につなぐ

　地域での行事を支援するため、行事用機材を無料で貸出します。町会・自
治会や施設などのイベント・行事でご活用ください。また、学校や地域で実
施する体験学習・福祉教育には、体験用機材も貸出しています。
　行事用機材の購入は、地域の皆さんからの共同募金・会費を財源としてい
ます。

貸出機材
≪行事用≫
もちつきセット
	（臼・杵・蒸し器）

着ぐるみ（うさぎ・トラ）
輪投げセット

綿菓子機 ポップコーン機
鉄板焼機 テント（大・中）
ゲーゴルゲーム
	（ゴルフ型スポーツゲーム）

発電機
（カセットボンベ式）

≪体験学習用≫
高齢者疑似体験セット
	（大人用・子ども用）

体験用車椅子
	（自走式・スポーツ競技用）

地域イベントやお祭りなどでご活用ください！
地域行事用の機材を貸出します四谷警察署長・四谷防犯協会会長から

感謝状をいただきました

	 平成 26年の介護保険法改正で、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実が盛り込まれました。地域包括ケアシステムとは、高
齢者が住み慣れた地域で、安心して心豊かに暮らしていける社会を目指し、地域全体で取り組んでいくものです。
　新宿社協でも、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられるように、支えあえる地域づくりを目指しています。住民同士がさりげなく気遣
いあい、困ったときに遠慮なく助けを頼めるような関係を築いていくため、「地域での支えあい活動」について、ご協力をお願いします。

申込方法
①事前に新宿社協へお申込みください。※使用日の6ヶ月前から予約できます。
②貸出当日、窓口で利用申込書を記入後、機材をお渡しします。
貸出期間 	原則 1週間

あの方、
いつも同じ服装。

着替えているかしら。

最近、隣の方、
痩せてきた。

体調が悪そうね ･･･
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（％） 39.8% 35.2%

新宿社協の取り組みや活動は、皆さんからの会費や寄附、
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　「認知症」になっても安心して暮らせるまちを目指し、「認知
症サポーター養成講座」を修了した方を対象に、「認知症高齢者
等支援ボランティア養成講座」を開催します。認知症高齢者の
方への支援に役立つ、認知症に関する知識を習得します。また、
施設での体験学習を通して、認知症高齢者への対応について学
び、講座終了後はその知識をいかして地域でのボランティア活
動に参加していただきます。ぜひご参加ください。

対　象  認知症サポーター養成講座を修了した方で、本講座受講後に区内施設などでボランティア活動ができる方
定　員  20 名（応募者多数の場合は抽選・落選の時のみ連絡します）
参加費  無料
申込締切  9 月 28 日（金）まで

日時及び会場 内　容 講　師

第 1 回
10 月４日（木）
午後 1時 30分〜 4時 30分
会場：地域密着型複合施設　マザアス新宿	
　　　( 新宿区新宿 7-3-31）

●講義
認知症の基本知識や対応方法など
を学びます。

●医師
●施設職員

第 2 回
10 月 18日（木）
午後 1時 30分〜 4時 30分
会場：新宿社協
　　　（新宿区高田馬場 1-17-20）

●講義
認知症高齢者の現状や支援体制な
どを学びます。

●高齢者総合
　相談センター
●社協職員
●認知症介護経験者

第 3 回
11 月９日（金）
午後 1時 30分〜 4時 30分
会場：優っくり村新宿西落合
　　　（新宿区西落合 2-8-7）

●体験学習
認知症高齢者施設の認知症カフェ
でボランティアを体験し、今後の
活動につなげます。

●施設職員
●高齢者総合
　相談センター

「新宿CSRネットワーク」

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

　当社は 2012 年の 4月に SMBCグループの一員となり、同年 7月には
旧社名のプロミスから社名変更いたしました。プロミスの名称はサービス
ブランドとして継続使用し、個人の方に融資を行う消費者金融業を主な事
業内容としています。また当社はCSR活動にも積極的に取り組んでいます。
全国 18か所に展開するお客様サービスプラザが主体となり、学生や地域
の方々へ向けた「PROMISE 金融経済教育セミナー」を開催しています。
2011 年にこの活動を開始して以
来、これまで75万人を超える方々
にご参加いただきました。これか
らも新宿 CSR ネットワーク加盟
企業として、地域の声にしっかり
と耳を傾けながら様々な活動展開
を行い、健全なコンシューマー
ファイナンス市場の育成に寄与で
きるよう取り組んでまいります。

アルタヴィア・ジャパン株式会社

　アルタヴィア・ジャパンは、世界 26カ国 39都市に展開する仏系広告代理
店の日本支社です。ヨーロッパで早くからCSR 活動に取り組み、2008 年に
は国連が提唱したグローバル・コンパクト活動に
加入、2009 年からは各拠点でアクションを具体
的に策定し、実行しています。海外では脱炭素社
会への加速、持続可能な発展のための企業責任が
年々重要となっています。弊社は2017年より新
宿CSRネットワークへ参加させていただき、ネッ
トワークを通じてご紹介いただいた新宿福祉作業
所への発注をしています。また仏系広告代理店と
して初の FSC©認証を取得いたしました。海外
でのデザイン制作現場でのノウハウを活かし、広
告用印刷データ作成を効率よくかつ環境負荷の少
ない校正手法で行うことによりCO2 削減を実現
しています。

　新宿CSR ネットワークは新宿区内を中心にボランティア ･社
会貢献活動に取り組んでいる 26 社の企業で構成されて活動し
ています。毎号 2 社ずつ、各企業が実施している新宿区の特色
を活かした社会貢献活動についてご紹介します。
CSR…企業の社会的責任（corporate social responsibility）の略称

社会貢献活動に
取り組む

認知症高齢者等支援
ボランティア養成講座

受講生募集

問合せ・申込み先 地域活動支援課　
TEL：03-5273-9191　FAX：03-5273-3082

　8月 9日（木）、新宿CSR ネットワークの実施する「打ち水大作戦 2018」に合わせて、加盟企業の方々とともに、平成
30年 7月豪雨の義援金・支援金の街頭募金を実施しました。
　1時間弱の募金活動で 10,231 円の募金をお預かりいたしました。新宿社協では、引き続き、募金箱にて被災地域への義
援金を受け付けております。
※義援金・・・被災した都道府県を通じ、被災者に公平に配分されます。
※支援金・・・支援団体を通じ、被災地での救命 ･復旧活動に活用されます。

平成 30 年 7 月豪雨を支援する街頭募金を実施しました！

共同募金の配分金などによって支えられています。

月区
分 寄附者名 住　　所 寄附物品

６ 髙地　崇 新宿区中落合 生活洗剤多数・ゆかた他

６・7 佐々木　松子 新宿区北新宿 ゴム手袋・ビニールエプロン他多数

合　　　計 243,175　他にもおむつ類やタオル・お米などをご寄附いただき、地域の方々に活用いただいております。その他、未使用の物品などがありましたら、
新宿社協高田馬場事務所までご相談ください。

（単位 : 円）（単位 : 円）【敬称略】

寄 附 物 品 【敬称略】

ありがとうござ
いました ! 寄 附 金

こもった心の 月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

６

西戸山タワーホウムズ
自治会 新宿区百人町 20,940

認知症対応型デイサービス　
より処まんまる庵 新宿区高田馬場 2,500

公益社団法人　
四谷法人会 新宿区三栄町 100,000

小田急百貨店労働組合 新宿区西新宿 40,000

月
区分 寄附者名 住所 寄附金額

６・7 永田　良忠 新宿区若松町 11,500

７ 戸山ハイツ西通り商店会 新 宿 区 戸 山 18,235

匿名（4名） 50,000

寄附者芳名（平成 30年 7月 31日までの受付分）

ご 寄 附
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【時　間】	 午後 3時 30分〜 4時 30分
【相談員】	 弁護士・司法書士
　「成年後見制度はどんなことができるの？」、「利用した方がいい？」「制度
に不安があって…」など、ちょっとした疑問や相談について、気軽にお話し
てみませんか？後見活動の経験が豊富な相談員がお答えします。

　平成 30年 6月 6日（水）に新宿社協にて「第 1回任意後見事業説明会」を開催し、54名の方にご参加いただ
きました。
　新宿社協が行う任意後見事業の内容や利用方法について説明しました。説明後はアドバイザーとして弁護士が
皆さんからの質問に答えました。

日　程 	 		平成30年10月27日（土）
会　場    新宿社協　地下 1階会議室A
		 		（新宿区高田馬場 1-17-20）
【時　間】	 午後 1時 30分〜 3時 30分
【講　師】	 弁護士　八杖　友一氏
【内　容】	「遺言」「相続」とあわせて成年後見制度についてもお話しします。
【対　象】	 区内在住・在勤・在学の方・被後見人等が区内在住の後見人等
【定　員】	 40 名

成年後見入門講座
出張相談会

成年後見相談会

専門職後見人に聞いてみよう！

日　程 	　平成30年11月6日（火）
会　場 	　四谷地域センター	集会室 2・3
	 		（新宿区内藤町 87番地	四谷区民センター 11階）
対　象 	　区内在住・在勤・在学の方　

● 成年後見入門講座 ●
【時　間】	 午後 2時〜 4時
【講　師】	 社会福祉士　牧野　由紀乃氏　
【内　容】	 成年後見制度の概要やかかる費用の目安など、成年後見人である社会

福祉士が実際の活動の流れに沿ってわかりやすくお話します。

● 出張相談会 ●
【時　間】	 ①午後4時30分〜　②午後5時00分〜　
	 ③午後5時30分〜　④午後6時00分〜
	 ※相談時間は各 45分　※プライバシーに配慮した個室で対応
【相談員】	 弁護士または司法書士
【定　員】	 全 4組（先着順・9月25日（火）から受付開始）

講 座
「遺言」「相続」について考える

参加費 無料

申込み不要定員なし

第 1 回任意後見事業説明会を開催しました

説明会の様子 〜任意後見事業利用までの流れ〜　
　任意後見事業では、新宿社協と任意後見契約を結び、その方の将来に備えて生活
面や財産管理面でのお手伝いの内容を決めます。
　本事業については、年に4回説明会を開催し、支援内容や報酬額などの詳細につい
てお話しします。第2回は9月4日（火）に開催し、第3回は12月に開催予定です。
　新宿社協が任意後見人になるためには一定の要件があり、審査会の意見を踏まえ、
受任の可否の決定をします。審査会は、隔月で開催します。
　利用までの流れは、以下のとおりです。
　ご不明な点は、下記連絡先までお問合せください。

公共性のある社協が後見人になっていただいて、心強く
思います。

初めての説明会であったが、わかりやすく説明され、資
料も字が大きくわかりやすかった。
子どもに障がいがあり、将来が不安な為、本日参加致しま
した。実際に支援後見が必要になるのが、かなり先になる
ので、法人による成年後見はとても興味深く有難いです。

法人が窓口になるという事で信頼性が保たれると理解し
ました。歳を重ねることにより、トラブルに巻き込まれ
やすくなりますので信用できるかどうかが一番思い悩む
ところです。

アンケートより声参加者の

相談受付 訪問による
調査 審査会 受任の

可否決定
任意後見

契約締結へ

参加は自由、途中退室も可能なオープンな相談会です。

あなたの想いを
伝えるために…

次回けやき 163号は 11月 20日の発行です。

★新宿社協では視覚障害のある方のために、本誌の『CD』をお貸ししています。ボランティア団体「ぐるーぷ・カナリヤ」さんのご好意によるものです。どうぞご利用ください。

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-17-20　

１
Ｆ

【開所時間】月〜土曜日
午前 10時〜午後 9時

視覚障害者交流コーナー TEL 03-6233-9555
聴覚障害者交流コーナー TEL 03-6457-6100

四　谷	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区内藤町 87　四谷特別出張所内） TEL・FAX 03-3359-9363

牛　込	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区箪笥町 15　箪笥町特別出張所内） TEL・FAX 03-3260-9001

若松町	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区若松町 12-6　若松町特別出張所内） TEL・FAX 03-6380-2204

大久保	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区大久保 2-12-7　大久保特別出張所内）TEL・FAX 03-3209-8851

落　合	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区下落合 4-6-7　落合第一特別出張所内）TEL・FAX 03-5996-9363

淀　橋	ボランティア・地域活動サ ポ ートコ ー ナ ー （新宿区北新宿 2-3-7　柏木特別出張所内） TEL・FAX 03-3363-3723

ボランティア・地域活動サポートコーナー
【開所時間】月〜金曜日　午前10時〜午後5時 （正午〜午後1時は休み）

東分室
〒160-0008 新宿区四谷三栄町10-16  
TEL:03-3359-0051・FAX:03-3359-0012

【開所時間】
月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

２
Ｆ

【開所時間】月〜金曜日	
午前 8時 30分〜午後 5時

法人経営課 TEL 03-5273-2941
貸付事業担当 TEL 03-5273-3541
受験生チャレンジ支援貸付事業担当 TEL 03-5292-3250
地域活動支援課（新宿ボランティア・市民活動センター）※ TEL 03-5273-9191
ファミリー・サポート・センター TEL 03-5273-3545
新宿区成年後見センター TEL 03-5273-4522
地域福祉権利擁護事業担当 TEL 03-5273-4523

※地域活動支援課 : 月〜土曜日（祝日除く）　午前 8 時 30 分〜午後 5 時（火曜日は午後 7 時まで）

新宿区社会福祉協議会
高田馬場事務所

ご案内
TEL:03-5273-2941　FAX:03-5273-3082

申込み方法
電話・FAX・Eメール・ハガキ・窓口のいずれか。①〜④を明記の上、
下記までお申込みください。申込締切：10月 22日（月）
①氏名（ふりがな）、②「区内在住」・「在勤」・「在学」・「被後見人等が
区内在住の後見人等」の別、③電話番号（もしくは FAX番号）、④本講
座をお知りになったきっかけ
＊応募者多数の場合は、抽選となります。落選となった場合のみ、お知らせします。

申込み方法
電話・FAX・Eメール・ハガキ・窓口のいずれか。①〜⑤を明記の上、下記ま
でお申込みください。（「相談会」は電話・FAX・Eメール・窓口のいずれかで
お申込みください。受付後、事前に相談内容をお伺いします。）
①氏名（ふりがな）、②「区内在住」・「在勤」・「在学」の別、③電話番号（もし
くは FAX番号）、④申込み希望（講座・相談会・両方）、⑤本講座・相談会をお
知りになったきっかけ

問合せ・
申込み先

新宿区成年後見センター　
〒 169-0075	新宿区高田馬場 1-17-20　TEL：03-5273-4522　FAX：03-5273-3082　E-mail：skc@shinjuku-shakyo.jp

講座の
あとで

まず
知ろう！！

成年後見センターからのお知らせ
参加費無料


