秋葉原の清掃＆交流会
5 月 11 日（日）、晴天の少し汗ばむ陽気の中、
千代田区内の大学に拠点を置くボランティアサ
ークル 6 団体のメンバー総勢 61 名で、秋葉原の
清掃活動を行いました。日曜日ということもあ
り、観光客であふれる歩行者天国の中を、緑色の
ビブスを着た学生達が 3 つの班に分かれて清掃
しました。
清掃後は、キレイになった歩行者天国をあとに
し、アーツ千代田 3331 へ。昨年度 2 月に引き
続き、交流会を開催しました。今回の参加者は新
1 年生が多く、フレッシュな空気であふれ、サー
クルや大学の枠を超えたボランティアの輪が広
がりました。
普段の活動とは違って
新鮮だった！区民の方
とも交流してみたい！

千代田区の大学に拠点を
置くサークル同士のつながりを作りませんか？
・他のサークルとの交流や情報交換がしたい！
・サークル同士で協働することで、活動の幅を
広げたい！
・千代田区ならではの取り組みがしたい！
・地域に貢献できるような取り組みがしたい！
そんな皆さんのご参加をお待ちしています！
★今後も年数回のイベントを開催し、活動を行う予定です。

■参加条件：千代田区内の大学に拠点を置く、
大学生ボランティアサークル・団体(インカレ
も可)※団体単位での参加となります。
■参加申込：当センターへ（裏面参照）

清掃、交流会をとおし他の
サークルと交流ができて楽
しかった！刺激を受けた！

これからも様々なサークル
と交流しながら、地域(千代
田区)に貢献していきたい！

＊清掃活動は秋葉原タウンマネジメント株式会社主催「秋葉原のお掃除＆パトロール Akiba Smile！」に参加させていただきました。

学生にぴったりの活動を厳選！
編み物を被災地に贈ろう

ｐＰ
■編み物ボランティアグループ「ひつじの会」
昨年、3 日間にわたり、編み物で被災地を元気にしよう！という
プロジェクト「みんなで座布団カバーを編んで被災地に贈ろう 大
作戦！」を開催し、クリスマスに 50 枚の座布団カバーを被災地へ
贈りました。その時のメンバーが集まり、編み物ボランティアグル
ープ「ひつじの会」が発足しました！
現在、若手メンバーを大募集中！被災地支
援に興味のある方、編み物がお好きな方のご
参加をお待ちしています！

【日時】毎月第 3 土曜日 10～15 時
※入退室自由

【場所】千代田区社会福祉協議会
【問合せ】当センター（裏面参照）

中高生の放課後をバックアップしてくれるサークル・大学生募集
■西神田児童センター
中高生を主役に、体育室でのスポーツ活動ボランティア、バンドやヒップホッ
プダンスの活動ボランティア、図書コーナー・ロビーでの相談や勉強ボランティ
アなどで活躍しませんか？ ※18 歳以上。大学生、または専門学生歓迎。
【日時】月～土曜日 16～18 時
【場所】西神田児童センター（千代田区西神田 2-6-2 西神田コスモス館 3F）
【問合せ】西神田児童センター 担当：能美（のうみ）
TEL：03-5215-9062 FAX：03-5215-9064

千代田区内でできる被災者支援
■ほっとタイム＠三崎町ふれあいサロン
東日本大震災への支援活動として、
「ほっとタイム＠三崎町ふれあいサロン」
を開催しています。サロンでは、タオルの象「みんなの未来をまもりたいぞう
（※通称まもりたいぞう」をボランティアの手によって作成してします。本サ
ロンで作成し販売した売上は、区内に避難されている子どもたちへの支援に活
用させていただきます。

【日時】毎週金曜日（祝日を除く）10～15 時
※入退室自由

地域の方々との交流しながら、可愛らしくできあがった
ものを自分で手にしたときの達成感など、普通に生活してい
てはできない経験をすることができました。 是非皆さんも
参加してみてはいかがですか？（二松学舎大学生）

予告！

【場所】三崎町ふれあいサロン（千代田区三崎町 3-1-17）
【定員】１０名（参加費無料・予約不要）
【問合せ】当センター（裏面参照）

被災地支援ツアー＠岩手県大槌町

■ちよだボランティアセンター
夏休みを利用して被災地（大槌町社協ボランティアセンターや復興団体など）
へボランティアに行きませんか？大学生の若いパワーを待っています！
【日時】平成 26 年 9 月 8 日（月）～11 日（木）3 泊 4 日
【対象】千代田区在住または区内の大学に通う学生
【参加費】3,000 円（朝晩の食事代として）※別途昼食代（自己負担）
【募集人数】30 名（抽選）

【問合せ】当センター（裏面参照）

フォーユーデイサービス淡路

千代田区社会福祉協議会

一緒にプログラムを楽しむ活動

はあとサロンで楽しく交流♪

趣味や特技をいかした活動も歓迎！
毎日体や頭を使ったプログラム活動を行ってい
ます。利用者の皆様が楽しめるよう、職員と一緒に
プログラムの補助を行ってくださる方を募集しま
す！また、お話を傾聴しながら、楽しく交流してい
ただく活動もあります。オープン２年目をむかえる
きれいな施設で、活動してみませんか？

高齢者対象の「かんだ連雀はあとサロン」では、利
用者の皆様にお茶を出したり、お話を聞いてくださる
ボランティアを募集しています。
日によってさまざまなプログラム（映画、囲碁など）
がありますので、とても楽しく、時間があっという間
に過ぎます！
【開室日時】毎週水曜日・土曜日 11:30～16:00

【日時】
月～土曜日（祝日含む）
9:30～18:30
※ご都合の良いお時間で
活動できます。
【活動場所・問合せ先】
フォーユーデイサービス淡路
（担当：景山）
千代田区神田淡路町 2-109
TEL：03-5298-6018
FAX：03-5298-6019
E-mail：awaji-day@foryou.or.jp
URL： http://www.foryou.or.jp

※祝日除く／お好きな時間での活動で大丈夫です。

【場所】神田淡路町 2-8-1（かんだ連雀 1 階）
電車：小川町駅・淡路町駅 A3 出口から徒歩 3 分
風ぐるま：
「かんだ連雀」下車
＜当日の連絡先＞
080-3754-1347
※開室時間内のみ
つながります。

【申込み・問合せ先】
千代田区社会福祉協議会 地域福祉係
TEL：03-5282-3711
E-mail：chiiki@chiyoda-cosw.or.jp

千代田区立障害者福祉センターえみふる

高齢者センター

えみふる納涼会で
夏の暑さを吹き飛ばしませんか！

ふれあいクラブでお食事作り

納涼祭のお手伝いをしていただけるボランティア
を募集しています！
一緒に楽しい納涼祭を作りましょう♪
【日時】平成 26 年 7 月 18 日(金)13:00～16:00
平成 26 年 7 月 19 日(土) 9:00～16:00
【内容】盆踊りのサポート、雰囲気作り
会場設営、片づけのお手伝い
模擬店、ゲームコーナーのお手伝い
【募集人数】8 名
【募集期限】平成 26 年 7 月 11 日(金)
【活動場所・問合せ】
千代田区立障害者福祉センターえみふる
（担当：三井、堀田）
千代田区神田駿河台 2-5
TEL：03-3291-0600
FAX：03-3291-0608
E-mail ：emifuru@chime.ocn.ne.jp

各地区に住む高齢者の食事会で、暖かい手作りの昼
食を作るボランティア活動です。（年間を通して）
【日時・場所】月に１回度程度 9:00～14:00 頃まで
曜日

地区

金曜

麹町

金曜

富士見

金曜

和泉橋

土曜

神保町

土曜

神田公園

会場
一番町集会室（一番町 10）
富士見出張所（富士見 1-6-7）
和泉橋出張所
（神田佐久間町 1-11）
神保町出張所・ひまわり館２階
（神田神保町 2－40）
スポーツセンター
（内神田 2-1-8）

【その他】交通費と昼食あり
【申込み】電話または直接窓口でお問い合わせください。
※状況によって活動場所の調整をさせていただきまます。
【問合せ先】
高齢者センター
千代田区神田神保町 2-20
TEL：03-3265-3981
E-mail：ckcenter@quartz.ocn.ne.jp

きらきら星ネット

富士見わんぱくひろば

放課後の「勉強ひろば」見守り

楽しみながら活動をサポート！

福島から避難している子どもたち（小学生・中学
生）の放課後の勉強見守りボランティアを募集して
います。宿題を一緒に考えたり、ドリルの答え合わ
せのお手伝いをお願いします。見学もできますの
で、ぜひご連絡ください。
【日時】毎週月曜日 16:00～19:00

児童館や学童クラブ室を利用する児童の日常遊
びの見守りのボランティアを募集しています。
乳幼児のお子さまへの読み聞かせや、小学生と一
緒に走り回って汗を流したり、中高生と一緒にイベ
ントの企画など、幅広い利用者の活動をサポートし
てみませんか？児童館まつりをはじめとするイベ
ントのお手伝いも、楽しいですよ！

【場所】シャルトル聖パウロ女子修道女会:九段修道院
（飯田橋・九段下下車／靖国神社となり）

★この他、都内各所にて行うチャリティイベント（年
数回）でのボランティアも募集しています。
＜主な活動内容＞
バザー・交流の場・相談コーナー・キッズコーナ・
軽食・カフェ・アロマケアなど

【申込み・問合せ先】
きらきら星ネット
（担当：信木・岩田）
E-mail：kirakiraboshinet@gmail.com

認定 NPO 法人 JHP・学校をつくる会

東京事務所 定期ボランティア募集
皆さまの貴重な時間やスキルが国際貢献につながる！
JHP は、JAPAN TEAM OF YOUNG HUMAN
POWER の略です。カンボジアを主な対象国とし、
「学校」や「教育」をテーマに、人道的な支援を志
す心若い人々が集まる NGO/NPO として 1993 年
から活動しています。これまでに、カンボジアで
300 棟余の学校建設や音楽・美術教育の支援、ま
た、各国に 1,500 名以上のボランティアを派遣し
てきました。
将来この分野にご興味のある方は、NGO の実務
を体験してみませんか？
【日時】週 1～2 回／平日午後（3 時間程度）
※1 ケ月以上継続的にご協力いただける方、歓迎

【内容】広報、震災復興活動、チャリティイベント等
＊特に Adobe Illustrator、Photoshop、Dreamweaver、
ホームページビルダー等を 1 つでも使える方、歓迎

【募集人数】3 名
【活動場所・問合せ先】
認定 NPO 法人 JHP・学校をつくる会（担当：田中宗一）
港区芝 5-26-16 読売理工学院ビル 6 階
TEL：03-6435-0812（平日 9:00～18:00 まで）
FAX：03-6435-0813 E-mail：pr@jhp.or.jp
URL：http://www.jhp.or.jp/

★富士見わんぱくひろばのご案内★
《開館時間》月〜土曜日 9:00〜17:00
（中高生タイム 17:00〜19:00）
《休館日》年末年始（12 月 31 日〜1 月 3 日）
、
国民の休日（こどもの日を除く）
《利用対象》0〜18 歳の児童
※未就学児童は保護者の付添が必要です。
【活動先・問合せ】
富士見わんぱくひろば（担当：堀越・泉）
千代田区富士見 1-10-3 富士見みらい館 5Ｆ
TEL：03-3263-1185 FAX：03-3263-1187

ＮＰＯ法人
コドモ・ワカモノまちｉｎｇ

ワカモノボランティア大募集！
たくさんの感動と出会い
がいっぱい！子どもが好き
な人はもちろん、建築、まち
づくり、アート、環境、防災
など、様々な分野に関心と熱
い思いを持つ仲間たちと一緒に活動しませんか？
【内容】キャンプ、まち探検、イベント等
＊活動の詳細は、HP をご覧ください。
http://www.k-w-m.jp/volunteer

【申込み】メールでご連絡ください。
※件名を「ボランティア登録希望」とし、
『氏名、所属、
電話、メールアドレス（PC・携帯）、趣味や関心の
ある分野、活動経験』をお知らせください。
※1 週間を経過しても返信がない場合は、送信エラーに
なっている可能性がございますので、お手数ですが
お電話にてご連絡ください。

【問合せ先】
NPO 法人 コドモ・ワカモノまち ing
TEL/FAX：03-6806-0012
E-mail：nakama@k-w-m.jp

手話サークル千代田一麦会

ろう者として起業するとは
障害者が「ありがとう」と言われ、自尊心をもて
る社会の実現をめざし、手話カフェを起業した、ろ
う者柳さんの講演会を行います。終了後は、講師の
方との交流会を行いますので、ぜひ参加をお待ちし
ています！※読取通訳付
0
【日：時】平成
26 年 7 月 9 日(水)19:00〜20:45
（受付 18:30～）
【場所】ちよだボランティアセンター3 階会議室
（千代田区西神田 1-3-4）
【参加費】会員：無料 非会員：500 円
【講師】柳 匡裕（やなぎ まさひろ）
（ありがとうの種代表 兼 Social cafe Sign with Me オーナー）
■Social Ｃafe Sign with Me
http://signwithme.in/
■運営団体「ありがとうの種」
http://artn.jp/

車いす体験アドバイザーいっぽ

車いす利用者の気持ちを考え、
伝えるボランティア

「車いす体験アドバイザー養成基礎講座」
車いすの扱い方やボランティア活動の心得が学
べる基礎講座です。車いすに乗って街歩きをするほ
か、車いす利用者の生の声を聞き、バリアフリーに
ついて一緒に考えます。
※『夏休み体験ボランティア in ちよだ 2014』と同時開催

【日時】平成 26 年 8 月 2 日(土)10:00～15:00
【会場】千代田区社会福祉協議会 6 階会議室
（千代田区西神田 1-3-4）
【受講料】300 円（行事保険料を含む）
【内容】
午前：車いす体験とワークショップ
「車いすを体験しよう」
午後：講演『発想の仕方で変わる障害者の社会参加
～自らの経験を通じて～』講師：渡邊 惟大さん
（ＮＰＯ法人ユニバーサル・アクセス・デザイニング代表）

【問合せ先】
手話サークル千代田一麦会
E-mail：ichibakukai@yahoo.co.jp
ＮＰＯ法人

【申込み・問合せ先】
ちよだボランティアセンター（裏表紙をご覧ください）

地球の友と歩む会／LIFE

夏のインド スタディツアー

参加者募集！

現地ＮＧＯとのつながりを活かした内容と、徹底した
事前・事後研修！農村ホームステイ等の貴重な体験や、
本気で社会を変える人々に出会う感動！23 年間で
1,400 人以上が参加しました。経験豊富なスタッフが
同行するので安心です。
①第 22 回 南インド農村開発研修
期間：平成 26 年 8 月 16 日（土）～8 月 28 日（木）
参加費：218,000 円
②第 9 回 世界最大のマイクロファイナンス市場インド
を訪ねるツアー
期間：平成 26 年 8 月 16 日（土）～8 月 28 日（木）
参加費：208,000 円
③第 28 回 南インド農村ステイ＆スタディツアー
期間：平成 26 年 8 月 25 日（月）～9 月 6 日(土)
参加費：198,000 円
【申込み締切日】
①、②のツアー：7 月 14 日（月）
③のツアー：7 月 25 日（金）
※詳細は、下記 URL をご覧ください。
http://www.ne.jp/asahi/life/home/tour/index.htm

【説明会】
・６月２６日（木）18:00～19:00
・7 月 4 日（金）18:00～19:00
会場：当会事務所
※事前にお申込みください。（当日参加も可）
【問合せ先】
NPO 法人 地球の友と歩む会/LIFE（担当：米山）
〒102-0071
千代田区富士見 2-2-2 東京三和ビル 503 号
TEL：03-3261-7855 FAX：03-3261-9053
Email：life@earth.email.ne.jp

※助成金の詳しい情報は、各情報のホームページ
をご覧ください。

ボランティア・スピリット賞事務局

第１８回ボランティア・スピリット賞

中学生・高校生のみなさんに「ありがとう」を贈ります。あなたのボランティア活動を聞かせてください！
【締切】平成 26 年 9 月 12 日(金)当日消印有効
http://www.vspirit.jp/

公益財団法人 あしたの日本を創る協会

平成 26 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞

地域活動団体、企業、商店街、学校などが取り組む、地域づくり活動レポートを募集します。
【締切】平成 26 年 7 月 14 日(月)

パナソニック株式会社（総合事務局）

http://www.ashita.or.jp/

Panasonic NPO サポートファンド

NPO・NGO の、第三者の多様で客観的な視点を取り入れた『組織基盤強化』の一連の取り組みを応援します。
【分野】①環境分野（事務局：特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金）
②子ども分野（事務局：特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド）
http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/
【締切】平成 26 年 7 月 16 日(水)～平成 26 年 7 月 31 日(木)必着
公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会

第 10 期 ナショナル・トラスト活動助成

野生の生きものを守るため、そのすみかとなる土地を購入する費用等を助成します。
【締切】平成 26 年 8 月 29 日(金)消印有効

http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html

６月９日（月）、東京地方郵便局長夫人会様より、
使用済み切手３４．５㎏を寄付していただきました。
お預かりした切手は、ボランティアがきれいに整理
したあとに換金し、地域の福祉活動（高齢者の見守り
や孤立を防ぐ活動）などの事業に活用させていただき
ます。

切手整理ボランティア活動の様子

毎月定例の切手整理サロン（毎月第 3 土曜日）
だけでなく、ボランティアセンター開所時間内は
自由に切手整理活動をすることができます。

でも、活動の様子を発信しています！

ブイログとは、ちよだボランティアセンターの職員が、日頃の気づ
きや思いを発信しているブログです。

●ヘアーアート サロントップ
(有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル)
●ＮＰＯふるさと回帰支援センター(有
楽町 2-10-1 東京交通会館 6 階 604)
●有楽町献血ルーム
(有楽町 2-10-1 東京交通会館６階)
●井上理髪店
(有楽町 2-10-1 東京交通会館 3F)
●帝国ホテル労働組合東京支部
(内幸町 1-1-1)
●バーバー オイカワ
(内幸町 1-1-1 帝国ホテル内)
●ヘアーサロン 日信
(内幸町 1-2-2 日比谷ダイビル)
●藪伊豆
(霞ヶ関 1-1-1 法務省内)

まずは、ちよだボランティアセンターＨＰにアクセス！

毎週更新中！

●日本興亜損保 理容室
(霞ヶ関 3-7-3 日本興亜損保ビル内)
●小鹿理容店
(永田町 1-6-3 衆議院第２別館)

ご協力ありがとうございます。
一覧は、ボランティアセンターの
ホームページの「関連・協力団体
のリンク」でご覧いただけます。

「ボランティアしたいな」
「ちょっと話を聞きたいな」
…でも、ボランティアセンタ

募集中！

ーって、どんな所だろう？

ボランティア情報マガジン『ボラ
ンティア』をおいていただけると
ころを募集しています。

どんな職員がいるんだろう？
そんなあなたにおすすめ！
ブイログを見ると、ボランテ
ィアセンターを少し身近に感
じられるかもしれません。
窓口はもちろん、電話やメ
ールなど、お気軽にお問合せ
ください♪

スタンドも用意しています！

発行／社会福祉法人千代田区社会福祉協議会
ちよだボランティアセンター
〒101-0065 千代田区西神田１－３－４ 西神田庁舎４階
開室日・時間 月～土曜日（祝日を除く）９：００～１９：００
ＴＥＬ０３－５２８２－３７１６ URL http://www.chiyoda-vc.com/
ＦＡＸ ０３－５２８２－３７１８

E-mail volunteer@chiyoda-cosw.or.jp

Facebook、Twitter も見てね！
※当センターのホームページは、（株）大塚商会様の社会貢献活動の
一環としてご提供いただいております。

毎週金曜日に開催されている
『ほっとタイム＠三崎町ふれあ
いサロン』で、タオルでぞうを
作る活動をしている二松学舎大
学ボランティアサークル「グリ
ーンワークス」の皆さんです。

