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～地域活動はじめませんか？～ 

ボランティア入門講座 

地域活動紹介と相談会を開催します。ボラン

ティアや地域活動に「興味がある」、「これから

始めたい」と思っている方、ぜひご参加くださ

い。地域のボランティア活動者から体験談を聞

くことができます。(区が開催している高齢者支

え合いサポーター育成研修受講生にも案内して

います) 

 

日 時：9 月 25 日(火) 14:00～15:30 

会 場：練馬区立はつらつセンター大泉 

(大泉学園町 1-34-20) 

対象者：本講座に興味のある方 

定 員：30 名(先着順) 

講 師：ボランティアセンター職員、 

ボランティア活動者 

参加費：無料  

 

 

【問合せ・申込み】 

TEL 03(3922)2422 
練馬区社会福祉協議会 
大泉ボランティア・地域福祉推進コーナー 
 

 9月は防災月間です。当センター主催の災害シンポジウム 2018の案内を掲載しておりますので、ぜ
ひご参加ください（P.6）。また、秋のお祭りに関わるボランティアの募集も多数ありますので、ボラ
ンティア活動にチャレンジしてみませんか(P.2～)。お気軽にご相談ください♪ 
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ぽけっとのうらがわ 

～掲示板～ 

 オープン研修 

   実践を通して支援のあり方を考える 
 

 精神障害者の方がどのように地域で自立し生

活するか、つくりっこのメンバーから直接お話を

聞けます。(オープン研修は支援者向け研修を区民

に開いています) 
 
日 時：9 月 21 日(金) 14:00～16:00  

場 所：練馬区立区民・産業プラザ ココネリ  
    研修室 2(練馬 1-17-1) 

対 象：練馬区在住・在勤の方 

講 師：明星マサ 氏 
        (社会福祉法人つくりっこの家 理事長) 

定 員：40 名(申込み順) 

参加費：無料 

申込み：TEL、FAX、E メール、ホームページか
ら申込み                 
FAX 及び E メールの場合は、①講座名、
②氏名、③住所、④電話番号を明記 

締 切：9 月 20 日(木) 9:00 

【申込み・問合せ】 
TEL 03(3993)9985 FAX 03(3994)1224 
練馬区社会福祉協議会 
練馬障害福祉人材育成・研修センター 
Ｅメール：kensyu@neri-shakyo.com 
ホームページ：https://kensyu.neri-shakyo.com 
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情報の見方 

担当の窓口 
（P8 参照） 

期日指定の 1 回のみ。 
継続可能の場合あり。 
 

できるだけ継続するこ

とが求められている。 

 光が丘  単発 

 大泉  継続 

ボランティア 

募集 

 
 
知的障害を持った子どもたちを支援する団体です。

子どもたちの調理を応援してくださる方募集！ 

 
◆日 程 9 月 29 日(土)、10 月 21 日(日)・28 日(日) 

①10:30～②13:30～ ①又は①②両方 

◆場 所 光が丘区民センター2 階 調理室 

◆問合せ TEL・FAX 03(3554)3411 Pooh の会 

※留守電の場合は名前と電話番号を入れてください。 

 
 
光が丘福祉園は、18 歳以上の知的障害のある方が通

う施設です。利用者の散歩や外出の付き添いをしてく
ださる方を募集します。 
  
◆日 程 月～金曜日 9:30～15:00(応相談) 

◆場 所 光が丘福祉園(光が丘 2-4-10) 

◆条 件 交通費・飲食代は自己負担となります 

◆問合せ TEL(3976)5100 ボランティア担当 

 

 練馬  単発 調理を一緒に楽しむ 

 

障害を 
もった人との 
かかわり 

 
 
 障害者への理解を深める障害者週間に行われる障害
者フェスティバル。練馬で生活する仲間達と素敵な一
日を送りませんか？皆様のご応募お待ちしています。 

 
◆日 程 12 月 1 日(土) 9:00～16:00 (雨天決行) 

◆場 所              光が丘区民センター、及びその周辺 

◆内 容 自転車の誘導、スタンプラリーのポイント 
付与・景品交換等 

◆条 件  昼食、謝礼品あり 

◆締 切 10 月 31 日(水) 

◆問合せ TEL 03(3594)0217           
障害者フェスティバル実行委員会         
ボランティア担当                     
関町福祉園 牛山(うしやま) 

 

 練馬  単発 

 

イベントのお手伝い 

 

 
 
主に知的障害の方の通所施設です。地域の皆様との

交流を目的に、お祭りを開催いたします。一緒に楽し
んでいただける方を募集します。 
 
◆日 程 11 月 3 日(土・祝) 9:00～15:30 雨天決行     

※お祭り開催時間は 10:00～14:00 

◆場 所 社会福祉法人龍鳳 たんぽぽ          
(練馬 2-14-9) 

◆内 容 自主生産品販売・模擬店・バザー・子ども
ゲームコーナーのお手伝い 
利用者と一緒に回って楽しんでいただくこ
ともあります 

◆条 件 昼食あり・交通費応相談 

◆締 切 9 月 28 日(金) 

◆応募・問合せ TEL 03(5946)3588 中川 

 

 

 

 練馬  単発 お祭りのお手伝い 

 
 
知的障害を持つ利用者の方と一緒に軽作業等をして

くださる方を募集しています。1時間でも結構ですの
で、お気軽にご連絡ください。単発の活動も大歓迎で
す。 

  
◆日 程 月～金曜日 9:30～15:30  

◆場 所 北町福祉作業所(北町8-2-12)  

◆問合せ TEL 03(3559)0361 
     FAX 03(3559)0362 宮城・梅原  

 

 光が丘 継続 作業のお手伝い 

 
 
利用者さんと一緒に、刺しゅう、ミシン掛けなど、

特技を活かして活動の準備やお手伝いをしてくださる
方を募集します。 

 
◆日 程 月～金曜日 9:30～16:30      

(短い時間でも大歓迎です) 

◆場 所 田柄福祉園 (田柄 3-14-9) 

◆問合せ TEL 03(3577)2201 千葉 

 

 光が丘 継続 活動のお手伝い 

掲載以外のボランティア募集をしている施
設・団体もあります。詳細は担当の窓口へ 

 
 
当ホームは視覚障害と他の障害を重複された方のた

めの福祉施設です。地域の皆様にホームを親しんで頂
けるよう毎年「ふれ EYE まつり」を開催しています。
楽しいお祭りになるようご協力頂けるボランティアを
募集します。オリエンテーションを実施しますので、
初めての方でも大丈夫です。ご協力お願いします。 

 
◆日 程 9 月 29 日(土) 9:15～16:30 (予定) 

◆場 所 大泉障害者支援ホーム 
       (大泉学園町 9-4-2 大泉中央公園隣) 

◆内 容 アトラクション、模擬店、会場受付、利用 
     者付き添いなど 

◆申込み・問合せ TEL 03(3978)5581 
 大泉障害者支援ホーム ふれ EYE まつり実行委員会 
                加藤・光田(みつだ） 

 

 大泉  単発 

 

お祭りのお手伝い 
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ボランティア 

募集 
 

障害を 
もった人との 
かかわり 

 
  
緑が多い地域にある知的・身体障害がある方が通う

施設。楽しく活動してくださる方を募集しています。 

 

◆日 程 月～金曜日 月 1 回からでも大歓迎 
     9:00～12:00/13:00～15:00  

◆場 所 関町福祉園(関町南 3-15-35) 

◆条 件 活動に興味がある 18 歳以上の方 

◆内 容  近隣を利用者の方と一緒にウォーキング 

◆問合せ TEL 03(3594)0217 森谷・鈴木 
 

 
◆日 程 毎月第 1・3 金曜日 9:30～15:00 

 （午前のみ午後のみ参加でも可） 

◆場 所  生涯学習センター2 階和室（豊玉北 6-8-1） 

◆条 件 交通費・謝礼なし 

◆問合せ TEL (3991)1667 江原(えばら)・西掘 

 

 

 関町  継続 ウォーキングを一緒に 

※大泉 VC = 大泉ボランティア・地域福祉推進コー
ナー(連絡先は P8 相談窓口案内参照) 

大泉ボランティア・ 
地域福祉推進コーナーより 

ＮＰＯ法人たしざん 

地域との繋がりを大切にしながら、「障がい
者が働ける場を作りたい」という想いで、民家
の一部を改装し「ふくしパン工房たしざん」は
立ち上がりました。現在はカフェも併設され、
そこではピアノの生演奏を聴くこともできま

す。販売しているのは天
然酵母を使った米粉パ
ンやシフォンケーキで、
地元の野菜や果物を使
った商品が季節毎に並
びます。 
接客や販売のお手伝

いをしてくれる方を募
集しています。 
お問い合わせは大泉

VC まで。 

収集活動にご協力ください！ 
 

ボランティア・地域福祉推進センター、各コ

ーナーでは、以下の物品を集めています。 

 
●使用済み切手 

※使用済み切手をご寄付いただく際は、台紙
(封筒やはがき)を付けたままでお願いします。
カットをしていただく際は、切手の周囲を
5mm 以上残してください。 

 

●書き損じはがき 
●未使用の切手・はがき  
●ベルマーク 

 

皆様からお寄せいただいた物品は、地域福祉

活動への支援に活用させていただきます。ご協

力をお願いいたします。 

【受付・問合せ】  

ボランティア・地域福祉推進センター及び 

各コーナー 

※連絡先は P8の相談窓口案内をご覧ください。 
 

 
 
当事業所は成人の知的障害の方を対象とした事業所

です。毎日、仲間たちと楽しく作業をしております！
一緒に「ねりにっこ祭り」のお手伝いをしていただけ
る方を募集いたします。どうぞお気軽に詳細をお問い
合わせください。 

 
◆日 程 10 月 27 日(土) 9:00～15:00 ごろ 

◆場 所 ねりま第二事業所(東大泉 2-1-15) 

◆内 容 模擬店手伝い・利用者補助 

◆問合せ TEL 03(3921)6382 荒木・中村 
     E メール dai-2@mirai-nerima.or.jp 

 

 大泉  単発 お祭りのお手伝い 

 

高齢者との 

かかわり 

 
  
 明るく居心地の良いデイサービスです。「心と身体
を元気に」をモットーにリハビリ体操や絵で自己表現
をしています。一緒に楽しんでいただける方を募集！ 
 

◆日 程 月～金曜日(曜日応相談・祝日を含む) 
10:00～16:00 の間(応相談) 

◆場 所 にぎやかデイサービスセンター    
（高松 4-12-9） 

◆問合せ TEL 03(5848)8902 矢口 

 

 光が丘 継続 お話し相手 

 
  
ご高齢のみなさんの笑顔が大好きなボランティア 

を大募集します！  
 

◆日 程 月～土曜日 13:30～14:30 (月 1 回程度) 

◆場 所 イリーゼ上板橋デイサービスセンター 
      (北町 1-35-3 池上ビル 1F 東武練馬駅 
      南口より徒歩５分)  

◆条 件 個人・団体は問いません 

◆問合せ TEL 03(5922)1375 五十嵐  

 

 光が丘 継続 音楽等の披露 
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TEL(5910)8488 

情報の見方 

担当の窓口 
（P8 参照） 

 光が丘  単発 

 大泉  継続 

期日指定の 1 回のみ。 
継続可能の場合あり。 
 

できるだけ継続するこ

とが求められている。 

ボランティア 

募集 
 

掲載以外のボランティア募集をしている施
設・団体もあります。詳細は担当の窓口へ 

 
  
 布を切ったり、たたんだりする簡単な作業です。明
るい雰囲気の施設ですので、お気軽にお問い合わせく
ださい。 

  

◆日 程 月～土曜日 月 2 回程度 １～2 時間 

◆場 所 平和台介護老人保健施設アバンセ 
 (平和台 1-16-12) 

◆条 件 交通費応相談  

◆問合せ TEL 03(5922)2300 柿沼・川島 

 

 光が丘 継続 軽作業をして下さる方 

 
  
お花が好きな入居者さんと一緒に、グループホーム

のお庭の手入れをして頂ける方を募集しています。今
年はハーブやお野菜も作ってみたいと思っています。 
 

◆日 程 月１回程度(時間と曜日は応相談) 

◆場 所 愛の家グループホーム練馬早宮 
            (早宮 4-14-7) 

◆問合せ  TEL 03(5999)5221 半田 
 

 光が丘 継続  園芸ボランティア 

 
  
筆の感触を思い出して頂き、楽しみにつなげていく 

活動を一緒にしてくださる方を募集しています。午前 
11 時もしくは午後 2 時から１時間程度。  
 
◆日 程 月～土曜日(応相談)  

◆場 所 錦デイサービス(錦 2-6-14)  

◆条 件 謝礼・交通費なし  

◆問合せ TEL 03(3937)5031 竹川・根本 

 

 光が丘 継続    書道の講師 

 
 
閑静な住宅街にある施設。余暇活動やレクリエーシ

ョンなどを一緒に楽しんでくださる方を募集します。 

 
◆日 程 月～日曜日 時間は応相談 

◆場 所 関町特別養護老人ホーム 

                (関町南 4-9-28) 

◆条 件 高齢者といろいろお話をしてくださる方 

詳細は事前説明いたします 

◆問合せ TEL 03(3928)8115 大野 

 

 

 

 

 関町  継続 お話し相手 

 

 
  
大泉学園駅徒歩 3 分のところにある介護老人保健施

設です。レクリエーションを一緒に楽しんでくださる
方を募集しています。 

 
◆日 程 月～土曜日(時間応相談) 

◆場 所 みんなの笑顔(東大泉 5-29-13) 

◆内 容 レクリエーションのお手伝い、 
お話し相手、リネン交換など 

◆問合せ TEL 03(3921)2525 
山之内・小山内(おさない) 

 

 大泉  継続    レクのお手伝い 

 
 

 子ども達が行交う通りと緑に囲まれたキレイな施設

です。演奏の披露の他、手工芸や書道など一緒に楽し

んでいただける方を募集します。 

 
◆日 程 月～土曜日（時間応相談） 

◆場 所 有料老人ホーム・デイサービス 
     西おおいずみ翔裕館 (西大泉 1-23-7) 

◆条 件 謝礼・交通費なし 

◆問合せ TEL 03(3921)4165 平子(ひらこ) 

 大泉  継続 演奏・活動のお手伝い 

 
 
 誰もが元気が出る施設です。あなたの持ち味を生か
して、居心地のいい時間をつくるお手伝いをしてくだ
さい。 

 
◆日 程 月～金曜日 ご都合のいい時間帯で 

◆場 所 デイサービス金のまり（石神井台 8-8-8） 

◆問合せ TEL 03(6766)8660 
大河内(おおこうち) 

 

 

 

 

 関町  継続   お話し相手 

 
  
明るく落ち着いた「家」の雰囲気がある施設です。

交流の喜びを共有してくださる方を募集しています。 
 

◆日 程 月～日曜日 時間は応相談 

◆場 所 上石神井特別養護老人ホーム     
（上石神井 2-17-23） 

◆内 容 お話し相手、手芸、畑のお手入れ     
詳細は、事前にご説明いたします。 

◆問合せ TEL 03(5903)3051                     
神山(こうやま)・大戸(おおと） 

 
 
◆日 程 毎月第 1・3 金曜日 9:30～15:00 

 （午前のみ午後のみ参加でも可） 

 関町  継続 趣味活動のお手伝い 

 

高齢者との 

かかわり 
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講座・セミナー 

案内 

 

１  市民活動 

情報 
 

ボランティア 

募集 
 

 
地域で高齢者を支える人材を育成することを目的と

した研修を実施しています。研修は 10 月 12 日(金)～
11 月 16 日(金)までの全 7 回です。修了後は地域の団
体や高齢者施設等で活動いただけるよう支援します。 
 
◆内 容 講義・実習等 

◆定 員 50 名(先着順) 

◆締切り 9 月 28 日(金) 

◆申込み・問合せ TEL 03(6758)0145 
         練馬介護人材育成・研修センター 

 

高齢者支え合いサポーター育成研修 

 

 
江戸から明治へ ～幕末維新 激動の 25 年～  
 今年は明治維新から 150 年。ペリー来航から大政奉
還、江戸無血開城、西南戦争までを、動乱の時代を生
きた人々の活躍と共に振り返ります。 
  
◆日 程 10 月 21 日(日) 14:00～16:00 

◆場 所 石神井公園ふるさと文化館 1 階多目的会 
     議室(石神井町 5-12-16) 

◆講 師 歴史文筆家・紀行ライター 上永哲矢 氏 

◆参加費 500 円(テキスト代含む) 

◆定 員 80 名(先着順) 

◆申込み・問合せ TEL・FAX 03(5393)7381 
南田中のまちを考える会 下河 

 

第 19 回練馬まちづくり「歴史と文化講座」 

 

高齢者との 

かかわり 

 
  
ご利用者の入浴後、ドライヤーで髪を乾かしながら

お話をしてくださる方を募集します。 
 

◆日 程 月～金曜日 9:30～11:00 
時間・曜日はご相談に応じます 

◆場 所 特別養護老人ホーム 第二光陽苑 
(関町北 5-7-22) 

◆条 件 謝礼・交通費なし 

◆問合せ TEL 03(5991)9917 佐野・岡 

 

 関町  継続 お話し相手 

 

 
 「認知症新時代～認知症の人と家族の思いがかなう
には～」本人と家族が生き生きと暮らしていくために
必要な関わり方や地域づくりを共に考えましょう。 

 
◆日 程 10 月 27 日(土) 13:30～16:30 

◆会 場 練馬区役所アトリウム地下多目的会議室 
(豊玉北 6-12-1) 

◆講 師 認知症介護研究・研修東京センター研究部
部長 永田久美子 氏 

◆参加費 100 円(資料代) ◆定 員 100 名 

◆主 催 NPO 法人認知症サポートセンター・ねりま 

◆申込み・問合せ TEL 03(5984)4597 
FAX 03(5984)1214 
練馬区高齢者支援課 在宅療養係 

 

30 年度認知症フォーラム(練馬区共催) 

 

その他 

 
 
私たちは使われなくなった車いすを磨き、整備して

海外に寄贈しています。どなたでも参加できます。あ
なたも希望を届ける活動に参加してみませんか？   
 
◆日 程 毎週火曜日および第 2・第 4 土曜日 

10:00～16:00 時間帯自由 

◆場 所 聖書キリスト教会５階(豊玉北 1-12-3) 

◆問合せ TEL 03(5934)4004 希望の車いす 南田 
     E メール  info@k-kurumaisu.org 
   ホームページ http://www.k-kurumaisu.org 

 

 練馬  継続 車いすのクリーニング 

 

 
 
「豊玉リサイクルセンターまつり」は、地球環境につ
いて楽しく学んだり、フードコーナーや工作コーナー
もある楽しいイベントです。このイベントで地球環境
の講座やイベントなどをお手伝いしてくれる学生さん
を募集します。 
 
◆日 程 10 月 14 日(日) 9:00～16:00 

◆場 所 練馬区立豊玉リサイクルセンター 
           (豊玉上 2-22-15) 

◆内 容 こども向け講座のサポートなど 

◆対 象 学生(高校生以上) 

◆条 件 昼食あり、謝礼・交通費なし 

◆締 切 10 月 9 日(火) 

◆申込み・問合せ TEL 03(5999)3196 平野 
         E メール hirano_y@actio.co.jp  

 

 練馬  単発 

 

 イベントのお手伝い 
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市民活動 

情報 
 

イベント 

 

 
 第二の人生に向けて、友達づくりや地域活動など何
かやってみたいと思っている方、集まってみませんか。 
 
◆日 程 毎月第 3 金曜日 10:00～12:00 

◆会 場 関町ボランティア・地域福祉推進コーナー 

     会議室 (関町北 1-7-14) 

◆問合せ TEL 090(1054)2622 茂木(もてぎ) 

 TEL 03(3929)1467 

    関町ボランティア・地域福祉推進コーナー 

シルバーフレンドの会 

メンバー募集 イベント 

 

「練馬区社会福祉協議会 ボランティア・
地域福祉推進センター運営委員会」 

開催のお知らせ 
練馬区社会福祉協議会ボランティア・地域福

祉推進センターの運営委員会は、傍聴すること

ができます。傍聴をご希望の方は、事前にご連

絡ください。また運営委員会の会議録は、ボラ

ンティア・地域福祉推進センター及び各コーナ

ーで閲覧できます。 

 
【平成 30 年度第 4 回運営委員会】 
◆日 時 9 月 27日(木) 14:00～16:00 
◆会 場 お問合せください 
◆問合せ TEL 03(3994)0208 

練馬区社会福祉協議会 
ボランティア・地域福祉推進センター 

 

 

「おもちゃ病院」や「手作りおもちゃ」を実施して

子どもの健全な育成の一助となるよう、一緒に活動し

てくださる方を募集中です。見学もお気軽にどうぞ。 
 
◆日 程 毎月第 2・第 4 土曜日 13:00～16:30 

◆場 所 石神井公園区民交流センター 
(石神井町 2-14-1 ピアレス 2 階) 

◆条 件 入会金なし、年会費 2,000 円 

◆問合せ TEL 03(5241)7040 鈴木 

ねりまおもちゃクラブ 

 
 趣味の絵や陶芸、手芸等、展示作品を募集していま
す。出展料は無料、搬入出日程等についてはお問合せ
ください。併せて、オレンジカフェ運営費のためのバ
ザーを行います。バザー品のご寄付をお願いいたしま
す。 
  
◆日 程 10 月 26 日(金) 13:00～16:00 

10 月 27 日(土) 10:00～15:00        

◆場 所 NPO むすび(光が丘 3-9-3 南外階段 2 階） 

※ねりまユニバーサルフェスねりあるきラリーに 
参加しています。ぜひお立ち寄りください。 

◆問合せ TEL 03(6904)3275 荒川 

 

むすび作品展・バザー 

 
障がい児・者の方にも気軽に参加していただくため

のコンサートです。騒いじゃっても大丈夫！照明も落
としませんので暗いのが苦手な方も OK！ディズニー
ソングや秋の歌など、皆で一緒に楽しみませんか。 

 

◆日 程 9 月 24 日(月・祝) 10:00～受付 
10:10開場 10:30開演 11:30終了予定 

◆会 場 大泉学園ゆめりあホール(東大泉 1-29-1) 

◆定 員 先着 150名 ◆参加費 500円(当日支払) 

◆主 催 子どものための音楽療法サークル「音の輪」 

◆申込み FAX 03(6760)0896 
E メール otonowalanlan@yahoo.co.jp 
※氏名・連絡先・枚数を明記のこと 

◆問合せ TEL 03(3904)7321 大矢 
 

音の輪 ポピュラーコンサート 

災害シンポジウム 2018 
災害にどう備える！？ 

～日頃からのつながりが地域を守る～ 
 

私たちのまちでも起こりうる災害。地域で防

災活動をしている方々の取り組みをお聞きし、

身近な地域で助け合うために日頃からできる

ことをご一緒に考えませんか。 
 
日 時：9 月 13 日(木) 14:00～16:30 
            (13:30 開場) 

場 所：練馬区立区民・産業プラザ ココネリ  
    ホール(練馬 1-17-1) 

対 象：区民に限らずテーマに関心のある方 

内 容：【第 1 部 基調講演】 
    講師 認定NPO法人災害福祉広域支援 
    ネットワーク・サンダーバード 
    副代表理事 高橋洋 氏 
    【第 2 部 シンポジウム】 
        区内で災害関連の活動をしている方々 

定 員：300 名 参加費：無料 

 
◆申込み・問合せ 
 TEL 03(3994)0208 FAX 03(3994)1224  
 練馬区社会福祉協議会 
 ボランティア・地域福祉推進センター 
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市民活動 

情報 
 

お知らせ 

 
 木綿の布を使い捨ての雑巾にして病院や施設に寄付
しています。洗濯した古いシーツや木綿のシャツなど
をご提供ください。 
 
◆活動団体 ボランティアグループ 和みの会 

◆収集場所 関町ボランティア・地域福祉推進コーナー  
 (関町北 1-7-14 関町リサイクルセンター1 階) 

◆問合せ  TEL 090(9976)6296 原 
 

古シーツ・シャツを寄付してください 

 
障害児の放課後等デイサービスです。週 3 回程度勤

務できる方を募集しています。 
 
◆勤 務 学校がある日 13:30～19:00 

長期休暇日  10:00～18:00 
(春・夏・冬休み等) 

◆内 容 学校、自宅への送迎、清掃 
見守り(自主学習、外遊び、おやつ作り等) 

◆時 給 970 円 

◆勤務地 児童デイ 月のうさぎ（石神井台 8-7-16） 

◆問合せ TEL 03(3929)1595 渋谷 

 

放課後等デイサービス スタッフ 

有償スタッフ 

大泉ボランティア・地域福祉推進 

コーナーからのお知らせ 
 
下記の通り通常休館日が祝日にあたるた

め、翌日を臨時休館とさせていただきます。 
 
 9 月 17 日（月） 通常休館 
 9 月 18 日（火） 臨時休館 
 
 9 月 24 日（月） 通常休館 
 9 月 25 日（火） 臨時休館 
 
 10 月 8 日（月） 通常休館 
 10 月 9 日（火） 臨時休館 
 

【問合せ】 
   TEL 03(3922)2422 
   大泉ボランティア・地域福祉推進コーナー 

 
障がいをもった子どもたち(小 1～高 3)が放課後を

安全に楽しく過ごすお手伝いをしていただける方を 
募集します。 

◆勤 務 月～土曜日 13:00～19:00 
     ※勤務日･時間はご相談に応じますので、 
      どうぞお気軽にお問合せください。 

◆内 容 学校･自宅への送迎と学習･遊びの見守り  

◆条 件 普通免許(AT 限定可) 

◆時 給 1,020 円 

◆勤務地 放課後等デイサービス ハーモニー 
                (西大泉 3-11-4)           

◆問合せ TEL 03(5935)6670 新井 
     ※平日 13 時以降 

 

放課後等デイサービス 送迎と見守り 

 
 本人と介護家族のための電話相談をしています。ど
うぞお気軽にお電話ください。 
 
◆活動団体 NPO 法人認知症サポートセンター･ねりま 

◆日 程  毎週水曜日 10:00～15:00        

◆相談電話番号 03(6904)5080 

◆内 容  相談は無料（通話料金はかかります）    
匿名での相談可能。個人情報は厳守 

◆問合せ  TEL 03(6904)5080                   
NPO 法人認知症サポートセンター･ねりま
(電話相談の実施日時内でお願いします)  

 

 

練馬区委託事業「介護なんでも電話相談」 

 
 えごのみでは、作業の一環として古布を使った布ぞ
うりを製作しています。ご家庭で眠っている使用済み
の敷布、布団カバー、浴衣、木綿製品などございまし
たらご提供ください。 
 
◆収集場所 社会福祉法人 江古田明和会 

就労継続支援 B 型事業所 えごのみ 
  (栄町 36-1 グレースコート B1-C) 

◆問合せ  TEL 03(3948)1213 斉藤・高橋 

※事前にお電話でご連絡ください(平日 9~17 時) 
 
 

布ぞうり用の生地を求めています 



８ 

 

社協情報アラカルト 

ボランティア・市民活動情報｢ぽけっと｣広告募集！！ 
 ボランティア活動を支援する事業にご賛同いただ
ける企業、ＮＰＯ、施設等の広告を募集します。 

◆条 件  ①1 枠（9ｃｍ×5cm 1 号掲載）5,000 円 

②版下持込 
          ③「ぽけっと」発行 1 回につき６枠まで          

④連続掲載可 ※この枠内が 1 枠分です 

◆問合せ  TEL 03(3994)0208 

練馬区社会福祉協議会 
ボランティア・地域福祉推進センター 

 
 

（p. 8 参照） 
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記事の掲載を希望される方へ 
「ぽけっと」への情報掲載をご希望の場合は、最寄

りの上記相談窓口までお気軽にお問合せください。原

稿の締切りは、掲載希望月の前月中旬になりますが、

事前に訪問や問合せをさせていただきますのでなるべ

くお早めにご連絡ください。 

テープ録音版は光が丘図書館にあります。 
TEL 03(5383)6500 

  

 

 「第２７回 かたくり祭り」 「第２７回 白百合まつり」 を開催します！ 
 
 

「かたくり福祉作業所」及び「白百合福祉作業所」では地域の皆さまと交流を深め、多

くの方に作業所を知っていただくため、お祭りを開催します。作業の見学・体験コーナー

をはじめ、模擬店、自主製品の販売を行うほか、たくさんのプログラムをご用意して、皆

様のお越しをお待ちしております。是非ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いずれも雨天決行。駐車場のご用意がないため、お車でのご来場はご遠慮ください。 

 

 

かたくり祭り 

 
日 時：10月 20 日(土)10:15～14:00 

場 所：練馬区立かたくり福祉作業所 

(大泉町 3-27-10) 

内 容：作業公開、自主製品販売、模擬店、 

ゲームコーナー等 
 

【問合せ】TEL 03(5387)4610 

FAX 03(5387)4612  

              中島・清水 

 

白百合まつり 

 
日 時：10月 27 日(土)10:00～14:00 

場 所：練馬区立白百合福祉作業所     

(石神井町 5-13-10)  

内 容：作業公開、自主製品販売、アトラク 

ション、模擬店、ドジョウつかみ等 
 

【問合せ】TEL 03(3995)7796 

FAX 03(3997)3866 

丸山・高橋(辰) 

 

 

 


