
                    

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【日時】12月 5、12、19、26日（金） 

10：00～15：00 ※完成次第終了 

【会場】三崎町ふれあいサロン 

（千代田区三崎町 3-1-17） 

【定員】各回５人 

ボランティア未経験の方もすでに活動されている方も、ぜひご参加ください。 

自分に合った活動を見つけて、ボランティアをスタートしましょう！ 
※申込順により、プログラムによっては定員にすでに達している場合もございます。ご了承ください。 

 

 どなたでも！ 

 どなたでも！ 

 どなたでも！ 

【協力】まもりたいぞう制作ボランティア、二松学舎大学「グリーンワークス」 

【日時】12月 6日（土） 

14：00～17：00 
※チラシに掲載されていた 

13:00～16:00より変更されています。 

【場所】神保町区民館 

（千代田区神田神保町 2-40） 

【定員】１０人 

 

【協力】そばちよ会 

 
６０歳以上の 

千代田区在住 

男性限定 

【日時】12月 20日（土） 

①10：00～12：00 

②13：00～15：00 

【会場】千代田区社会福祉協議会３階 

サロンスペース（裏表紙参照） 

【定員】各回２０人 

【日時】12月 20日（土） 

①10：00～12：00 

②13：00～15：00 

【会場】千代田区社会福祉協議会１階 

（裏表紙参照） 

【定員】各回１０人 【協力】ひつじの会 

手作りの簡単座布
団カバーを編ん
で、岩手県大槌町
に届けます！ 

 針と糸を使ってゾウの形を 
したタオルを作る活動です！ 
イベントなどで販売し、売上
げは震災で区内に避難されて
いる子どもたちの支援に活用
しています。 

使用済みの切手を、ハ
サミで切る活動で
す！切手を業者に買
い取っていただき、収
益を地域の見守り活
動に活用しています。 

参加者全員に 

「ボラダーオリジナ

ルタオルマフラー」

をプレゼント★ 

月１回の定例会で 
そば打ちを練習し、
区内のサロンや高齢
者施設でそばをふる
まっています！ 



 

 

NPO 法人遠野まごころネットが今年度
より運営を開始する「なりわいの場」。 

平成 26 年 9月 8 日（月）〜11 日（木）、3泊 4 日の日程で岩

手県大槌町に区内在住・在学の大学生を対象に被災地支援ボランテ

ィアツアーを実施しました。 

総勢39名の学生と、大槌町で現地のNPO法人拠点の環境整備、

高齢者サポート拠点でのサロン活動、地元の寺院で図書の整理など

を行いました。ボランティア活動の他に、地元の方からの震災体験

談を伺ったりすることで、参加した学生にとって貴重な体験になっ

たようです。 

ツアーを通して被災地の現状と、ボランティア活動の意義につい

て多くを学んでくれたと思います。 

【企画協力】Chiyoda Student Volunteers（CSV） 

助け合いセンターでのハーブ園の雑草刈！ 

ど真ん中おおつち協同組合で、漁業の方から
発災から現在までのお話を伺う。 

和野っこハウスにて刺し子で缶バッジを作成。 

津波により被害を受けた漁業関係者が
連携して、水産業の復興と発展、地域の
基幹産業として設立した組合。 

大槌町社会福祉協議会が運営する、仮設住
宅等における総合相談や地域交流などを通
して、安心した生活ができるよう支援する
ことを目的に設置されたサポート拠点。 

 

東京に帰京後、10 月 11 日の「福祉
まつり」で大槌町物産販売！ 

宿泊先でのミーティングの様子 

＜参加者の感想＞ 

今回ツアーに参加して

みて、大槌町の現状やそ

こで暮らす人の温かい心

と頑張っている姿などを

知ることができ、とても

貴重な体験をさせてもら

いました。また訪れたい

と思いました。 

こんにちは！私達CSVは大槌町と千代田区を拠点に活動を行って

いるボランティアサークルです。メンバーは千代田区内の大学生が中

心となって構成されています。主に、大槌町へ年に数回訪問する他、

都内での復興イベントや地域防災への協力等を行っております。 

メンバーの仲がとても良く、アットホームなサークルです。東北、

地域防災などに興味のある方はお気軽にご連絡ください！ 

Let’s Enjoy Volunteer！！ （＊お問い合わせは、ちよだボランティアセンターまで） 

 2012 年に千代田社協が

主催した岩手県大槌町への

ボランティアツアーに参加

した学生が、区内での防災

活動と、東京から継続的に

大槌町を支援するために立

ち上げた学生サークル。今

回のツアーでは、過去のツ

アー参加経験のある学生が

主体となり、企画調整や、

活動時のリーダー役として

活躍しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャリティーサンタ東京支部 

【チャリティーサンタ】クリスマス 
 
サンタクロースで日本の子どもたちの笑顔と、世界

中の子どもたちへの支援をつなぐ活動をしている

「NPO 法人チャリティーサンタ」の東京支部です。 
現在、クリスマスイブ当日に子どもたちのご家庭に

訪問してプレゼントをお届けする当日サンタボランテ
ィアを募集しています。（男性/女性共に募集中） 

 
チャリティーサンタは「子ども第一主義」を掲げて

います。 子どもたちの夢を守るため、女性の方には移

動中の街角サンタ、男性サンタサポートなどを行って

いただき、男性の方にはご家庭訪問サンタをお願いし

ています。 
 

どちらのボランティアも、毎年「届けたもの以上に

笑顔をもらえた！」と言ってお届けから帰って来ます。 

 
               
家族と過ごすクリスマスや、 

恋人とのクリスマス、 

友人と一緒に楽しむクリスマス.…. 

人生に８０とあるクリスマス、 

今年は誰かの笑顔のために過ごしてみませんか？ 

 

アワプラジオ 

ネットラジオ局が発行するフリー
ペーパーのボランティア編集員 

 
コミュニティＦＭの番組制作やラジオ公開収録など

のイベント活動を行うインターネットラジオ局です。
月刊フリーペーパー『アワプラジオ通信』に掲載する
記事をつくるための取材や原稿の執筆をお願いできる
方を募集しています。 

  
１．取材対象者へのインタビューとその編集 
 取材対象者のところへインタビューに行ってＩＣレ
コーダー等に収録したその内容を文字に起こし、
2500 字程度の記事にまとめていただきます。また収
録していただいた音声はこちらで編集の上、ネットラ
ジオの番組とする場合もあります。 

 
２．書評原稿の執筆 
 任意の本に関する書評を 500 字程度で書いていた
だくボランティアです。読書が好きな方向き。 

 
＊毎月ではなくても構いません。１についてはボランティアセンターな

どで行う編集会議（月 1 回程度・主に夜間）へ参加していただける方。

基本的に原稿等のやり取りはメールで行います。 

＊経験は問いません。文章を書くことや人と接することが好きで好奇心

旺盛な方からのご応募をお待ちしています。 
  
■11 月号の内容はこちらから 

http://libura.com/viewer/1j35zdohbjep/ 
  

【申込み・問合せ先】 
アワプラジオ クリエイティブ（担当：阿部） 
TEL：090-6833-1491  
E-mail：awapuradio@gmail.com 

有楽町献血ルーム 

   献血ルームでのボランティア活動 
 
有楽町献血ルーム・Akiba:F 献血ルームでは、輸血

を必要とする人々にいつでも安全な血液を提供するた
めに日々、献血のご協力をお願いしています。 
特に冬場は献血者が減少するため、街頭で献血の呼

びかけや献血ルーム内のお手伝いをしていただけるボ
ランティアを募集します。 
 
【日時】元旦・大晦日を除き、いつでも可能 

（定期・不定期問わず） 
10:00～18:30の間で、何時間からでもOK。 

 
【場所】JR 有楽町駅前・JR 秋葉原駅前 
 
【内容】街頭での呼びかけ、献血者への対応等 
 
【対象】学生の方（高校・専門学校・大学） 
  
【申込み・問合せ先】 

★有楽町献血ルームをご希望の方（担当：廣井） 

千代田区有楽町 2-10-1東京交通会館 6階 

TEL：03-3213-8666 
 

★Akiba:F 献血ルームをご希望の方（担当：大作
おおさく

） 

千代田区外神田 1-16-9朝風二号館ビル 5 階 

TEL：03-3251-8201 

血液を集めるためには、みんなの協

力が必要っち！一緒に活動してくれ

るボランティアを待ってるっち！ 

 

イブ当日 ボランティアサンタ募集！ 
   

【活動日】平成 26 年 12 月 24日（水） 
＊お昼過ぎに都内施設に集合 
夕方頃から各自お届け先へ（20時頃終了） 
希望者は新宿で打ち上げをします。 

 
詳しい時間と予定は 11 月から数回に行われる講習

会にてお伝えします。当日のロールプレイングやみな
さまの疑問などにお答えします。（参加必須） 

 
＜サンタ講習会日程＞ 
11 月 13、16、23、30 日 
12 月 2、11、14日 
いずれも 18:00～（予定） 
 
 

【参加費】 
1000 円 
（保険代、会場代、衣装代として） 
 

【お申し込み】 
公式HPよりお申込み可能です。 
http://www.charity-santa.com/ 
（定員になり次第締め切りとなります） 
 
【お問合せ先】 
チャリティーサンタ東京支部（担当：佐々木） 
E-mail：info.tokyo@charity-santa.com 

mailto:awapuradio@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事前確認をしましょう！ 
活動をする前には、受け入れ先の担当者が活動

内容や注意点などを説明してくださいますので、
安心してご参加ください。直接問い合わせにくい
ことや、心配なことがある場合は、当センターま
でお気軽にご相談ください。 

 

②ボランティア保険に入りましょう！ 
活動中の事故に備えて、「ボランテ

ィア保険」への加入をおすすめしてい
ます。当センター窓口、または最寄り
の区市町村にある社協・ボランティア
センターで加入手続きができます。 
※加入手続き場所に関係なく、日本国内の活

動が保険対象です。毎年更新が必要です。 
 

【補償内容】 

・傷害保険（ボランティア自身のケガ） 
・賠償責任保険（対象者の身体や財物等の損害） 

【補償期間】 
平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日まで  
※途中加入の場合：加入手続き日の翌日から適用 

【保険料】※東京都社会福祉協議会取り扱い 

300 円～1,400 円（6 つのプランにより異なる）  
※千代田区内で活動される方には、一部プランについて

助成制度(1 人 150 円)があります。 

ボランティア劇団 Lite 

オリジナル時代活劇で笑顔を届ける！ 
～メンバー・活動依頼先を募集～ 

 
劇団Liteは2014年今年の5月からオリジナル忍者

ショーを行っていましたが、新たにオリジナル時代活
劇になりました。役者経験が少なく、殺陳（たて）も
初めてのメンバー中心ですが、子供～お年寄りまで時
代活劇のお芝居を楽しんでいただきたいと思い活動し
ています。 興味が有る方、一緒に演じましょう！ 
 
【内容】①お祭り、季節ごとのイベントでのオリジナ

ル時代活劇、忍者ショー、劇団 Lite メンバ
ーとの写真撮影、握手会 

②高齢者施設や障害者施設でのオリジナル時
代活劇もしくは写真撮影や握手会 

＊他にもさまざまな企画の活動があります！ 
 

【対象】和装等のコスプレや着物を 

着たりするのが好きな方、
おしばいや殺陳（たて）を
やってみたい方、メンバー
と楽しくおしばい出来る方 

 
※活動日は調整できます。 
会費、月謝、ノルマはあ
りません。特に役者、音
響、照明さんを募集中！ 

 
【申込み・問合せ先】 
劇団 Lite（担当：宇地田） 
TEL：080-8492-7974 
FAX：03-6807-9088（月～金のみ） 

はじめてボランティアをする方へ 

東京国立博物館 

博物館ボランティア！ 
 
来館者の方がより博物館に親しみを

もち、心に残る体験をしていただくため

に、東京国立博物館では、ボランティア

によるさまざまな活動を行っています。 

博物館に来館されるお客様に向けて

の活動をしてみませんか？  
 
【説明会】平成 26 年 12 月 6 日（土）・7 日（日）の

「東博ボランティアデー」において、ボラン
ティア活動紹介を兼ねた募集説明会を行い
ます。（両日ともに 10：00～16：00） 

 
【受付期間】平成 26 年 12 月 11 日（木）～ 

平成 27 年 1 月 15 日（木）17:00 必着 
 
【募集人数】50 名程度 
 
【対象】18 歳以上の方で 1 ヶ月に 2 日間以上活動で

きる方（活動期間：平成 27 年４月から３年間）  
 
【内容】お客様案内、教育普及スペースの運営、パン

フレット印刷、講演会・ワークショップの補
助、バリアフリー対応、ガイドツアーなど 

 
【応募方法】応募用紙をご記入の上、郵送ください。 

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=107 
 
【郵送・問合せ先】 
東京国立博物館 ボランティア室 
東京都台東区上野公園 13-9（代表） 
TEL：03-3822-1111（代表） 

高齢者センター 

ふれあいクラブでお食事作り 
  
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 会場 

月曜 万世橋 万世橋区民会館（外神田 1-1-11） 

金曜 麹町 一番町集会室（一番町 10） 

金曜 富士見 富士見区民館（富士見 1-6-7） 

金曜 和泉橋 
和泉橋区民館 
（神田佐久間町 1-11） 

土曜 神保町 
神保町区民館・ひまわり館２階 
（神田神保町 2－40） 

土曜 神田公園 
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 

★活動依頼先も募集中！ 
施設の催しやイベント等で、演

芸関係の出演者を検討されてい

る方は、ぜひお声掛けください！ 

http://3.bp.blogspot.com/-x2DitymfGAo/UnyHS2DYEZI/AAAAAAAAahQ/HDhiTG4b4n8/s800/cooking_mama.png
http://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_9270.html
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Japanese Learning Network in Chiyoda 

外国につながりのある子どもたちへ 

日本語教室 /  Japanese language class 
 

日本語や宿題が難しい…。という
方、ぜひご参加ください！大学生
ボランティアと一緒に、楽しく勉
強しましょう。/If you feel that 
 ”Japanese and homework 
is difficult....“, please join us !! Enjoy the study and 
play with college student volunteers !   

【日時/Class date】 
毎月第４土曜日 14:00～17:00（日時相談可） 
Monthly fourth Saturday14:00～17:00（Date 
and time adjustable）  

【場所/ Place】 
三崎町ふれあいサロン（千代田区三崎町 3-1-17） 
Misaki-cho Fureai Saron （3-1-17 Misaki-Cho, 
Chiyoda-ku,Tokyo）  

【対象/ who can come in?】 
日本語を勉強したい千代田区在住・通学の小・中学生 
elementary and secondary school grade students 
who wish to study Japanese   

＊鉛筆と消しゴムを持ってきてください。/please bring paper 
and something to write  

＊参加費無料/this work session is FREE!!   
【問合せ先/ Contact info】 

Japanese Learning Network in Chiyoda 
TEL：03-5282-3716（ちよだボランティアセンタ
ー/ Chiyoda Volunteer Center） 
E-mail：youkey02@gmail.com（代表：新里/ leader: Shinzato）  

秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 

2014年度 秋葉原地域協力会 

防災講演会「秋葉原×防災」 
 

世界にも有名な商業観光地である秋葉原、その防災

対策とは？どなたでも参加できます。（参加費無料） 
 
【日時】平成 26年 12月 9 日（火） 

14:00～15:30（開場 13:30）  
【場所】UDX シアター（千代田区外神

田 4-14-1秋葉原UDX4階）  
【講師】山村武彦氏 

（防災システム研究所長） 
  
【申込み】※申込締切 12 月 4 日（木） 
1）件名に「防災講演会申込」、本文に必要事項（①団

体名 ②所属/役職 ③氏名④所在地 ⑤電話 ⑥FAX 
⑦E-mail）をご記入の上、FAX または E-mailによ
りお申込み下さい。 

２）FAX、E-mail 送信をもって、受付といたします。 
３）定員(150名)を越えた場合のみご連絡いたします。 
４）当日は申込書の写しを持参し、受付時に提示下さい。    

【後援】千代田区  
【申込み・主催】 
秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対
策地域協力会 事務局（秋葉原タ
ウンマネジメント㈱） 
TEL：03-6383-3033 
FAX：03-5294-3308 
E-mail：kitaku@akibatmo.jp 

特定非営利活動法人 地球緑化センター 

「緑のふるさと協力隊」 
第 22期隊員募集説明会  

自分の将来への可能性を見つけよ
うとする若者たちが農山村を舞台
に、1 年間地域に密着したさまざま
な活動に取り組むプログラムです。
さあ、その直感を信じて、一歩踏み
出してみよう！！   
【活動期間】平成 27 年 4 月 2 日(木)～平成 28 年 3 月 13 日(日)  

※応募〆切 平成 26 年 12 月 17 日（水）  
【説明会日時・場所】 
①12 月 6 日（土）13:30～15:30 

地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)セミナ
ースペース(渋谷区神宮前5-53-70国連大学1F) 

②12 月 10 日（水）18:30～20:30 
中央区立環境情報センター(中央区京橋 3-1-1 東
京スクエアガーデン6階京橋環境ステーション内)  

【対象】18 歳～40歳の方で、健康で 1 年間がんばれ
る方ならどなたでも。普通自動車免許必須。
土を触ったことがなくても、ボランティアの
経験がなくても OK。「やってみたい！」とい
う気持ちが一番大事です。   

【資料請求・問合せ先】 
特定非営利活動法人 地球緑化センター 
中央区八重洲 2-7-4 清水ビル 3 階 
TEL: 03-3241-6450 FAX: 03-3241-7629 

YouthLINK(ユースリンク) 

生きづらさを抱える学生の 
分かち合いの場「Voice sharing」 

 
休学している、休学を考えている、学校に行きづら

さや居づらさを感じている学生が、互いに悩みや不安

を語り合う、集いの場です。「Voice sharing（ボイス・

シェアリング）」を運営している私たち YouthLINK

（ユースリンク）のメンバーもさまざまな生きづらさ

を感じながら過ごしている学生です。 

どうぞお気軽に足を運んでいただければと思います。 
 
※YouhtLINK（ユースリンク）は NPO 法人ライフリンクの学生プ

ロジェクトとして活動しています。 
 

【日時】平成 26 年 12月 20 日（土）14:00～16:00 
  

【場所】富士見区民館 3F 和室（富士見 1-6-7） 
 

【対象】学生（大学生、大学院生、専門学校生、短大生）  
  

【参加費】無料 
  

【申込方法】申込不要（お気軽に会場までお越しください。） 
 

【問合せ先】 

YouthLINK（ユースリンク） 

E-mail：youthlink.vs@gmail.com 

blog：http://blog.canpan.info/youthlink/  

twitter：https://twitter.com/youthlink_voice  

Facebook：https://ja-jp.facebook.com/youthlink.voice  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人ヤマト福祉財団 平成 27年度 福祉助成金の募集 
福祉施設の方々へのお手伝いとして、「経済的自立力」向上のため新規事業の立上げや生産性向上に必要な設備や

機器の購入を支援する助成金事業です。 

【締切】平成 27 年 1 月 10 日（土）当日消印有効 

 http://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/pdf/guide2015.pdf 

10 月 11 日（土）千代田区役所にて「第 12 回福祉

まつり」が開催されました。今年も町会、ボランティア

グループ、ＮＰＯ、福祉団体など、約 80 団体が参加し、

にぎやかなまつりとなりました。また、区内企業にお勤

めの方や大学生など、多くの運営ボランティアの方々が

準備や片付けを含めて、まつり全体を支え盛り上げてく

ださいました。 

天候にも恵まれ、来場者は全体で 4,700 名となり、

千代田区に集う人々が参加し、つながり合うまつりとな

りました。 

一般社団法人セブンイレブン記念財団 東京の緑を守ろうプロジェクト助成 
東京に残された緑を将来に引き継いでいくことを目的に、東京の緑の保全活動をする市民団体を助成します。 

【締切】平成 26 年 12 月 10 日（水）消印有効 

  http://www.7midori.org/katsudo/prevent_warming/tokyo_midori/index.html 

 

※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。 

＊ちよだ企業ボランティア連絡会＊ 
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 服部祐治さん 

当日は、千代田区内の各団体によりたくさんの
ブースが出展され、ちよだ企業ボランティア連絡
会では、こども縁日のブースを担当しました。ヨ
ーヨーすくい、輪投げ、ストラックアウト、スー
パーボールくじ、かたぬき、工作コーナーと例年
に比べ、ブースを増やして運営しました。 

1 日で 220 名が参加した大人気のストラックアウトをはじめ、サプライズ副賞付のスーパーボールくじに
は、開店前から、まだかまだかと並ぶ子供たちの列ができていました。工作でバッグを作ろうコーナーでは、
終了間際にも関わらず、一生懸命バッグを作る子供たちが残っていました。 

ボランティア参加した各企業の皆さんも、明るい声で子供たちを迎えてくれ、子供たちとアトラクション
を楽しむ姿が各所にみられました。地域の皆さんと交流できて楽しいボランティアになりました。 

岩手県大槌町のヒーロー 

防災戦隊ホウライオーが登場！ 

＜食べ物横丁＞ 

たくさんの人が集まりました。 

＜隣人祭りコーナー＞ 

起震車体験も人気でした。 

＜被災地復興応援コーナー＞ 

東北の物産や区内に避難されてい

る方々への支援に活用されるまも

りたいぞうの販売。 
スーパーボールくじは毎年こど

もたちに大人気！ 

工作コーナーで。みんな塗り

絵が上手でした。 
ヨーヨー釣れたかな？ 

福祉まつりに参加した、ちよだ企業ボランティア 
連絡会のメンバー 

ちよだ企業ボランティア連絡会も、 

＜こども縁日コーナー＞で大活躍！ 



10 月 18 日（土）、上智大学にて「ケアフェス 2014」が開催さ

れました。「暮らしとケアの 1日体験」というテーマで、入場者は自

由に見学、聴講ができます。 
 

1階から 5階まで、様々なケアに関わる団

体や企業などがブースを出展し、来場者の方

はお話を聞いたり、実際に体験をしたりして

いました。介護アロマ体験やドックセラピー

の体験など、珍しいケア体験などもできます。

どの階も多くの人で賑わっていました。 
 

なかでも、この「ケアフェス」に出展していた『Wel-bee』という

団体の大学生たちの、“もし×もしツアー”という企画には、沢山の

来場者が足を運んでいて、とても人気でした。このツアーは、来場者

が「もし○○が起こったら…」ということを学生サポーターと一緒に、

ブースを回りながら考えるというツアーです。学生が用意した「もし

も○○が…」と記された人生カードを読みながら、来場者は当事者に

なりきり、ツアーがスタートします。まず困ったこと、分からないこ

とがあったら何処に相談に行くのが良いのか、体験を通して学ぶこと

ができます。学生さんのガイドさんも一緒に考えてくれます。来場者

の方も、当事者になったつもりで体験できる、とても勉強になるツア

ーでした。 
 
 
 

 

 

ケアをする人、される

人、支える人、色々なボラ

ンティア活動をする人た

ちの、生の声をきくことが

できるフェスでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区立麹町保育園(一番町 4) 

●番町丸屋(一番町 6-26) 

●美容室フーガ(一番町15一番町コート
1 階) 

●る・ぴあの(一番町 12 いきいきプラザ
一番町 1Ｆ)  

●カットサロン タカハシ(一番町6ロイ
アル一番町 A-102) 

●麹町出張所(麹町 2-8) 

●第一学院高等学校 四ッ谷キャンパス
(麹町 5-5 第 2 ヤマトビル) 

●クリーニング 東邦洗染(麹町 3-12 
-11) 

●バン・ドゥーシュ(麹町 1-5-4) 

●麹町本通郵便局(麹町 5-3) 

●大学眼鏡研究所(麹町 1-6-9) 

●CUTSALON NEGISHI(麹町 3-2- 
13 相互麹町第 1 ビル) 

●松月庵(麹町 3-4) 

●パームステージ(麹町 3-5-16-3Ｆ) 

 
 
 

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。 
 

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。 

ボランティアキャンペーン

キャラクター「ボラダー」は、

ボランティアで「まち」や「地

域」のために活躍するヒーロー

です。さあ、あなたも活動に参

加して、一緒に「ボラダー」に

変身！ 

スタンドも用意しています！ 

募集中！ 
 

 

ケアについて学ぼう！「ケアフェス 2014」 

 
ボランティア記者 池谷祐香   

 

ボランティア記者レポートは、ボランティアが活動の現場を取材し作成した 

記事です。メンバー随時募集中です。 

福祉用品の模型や説明を聞く ドッグセラピー紹介 

他にも多様なブース

があり、学びが深ま

りました！ 


