
利用時間：月～土曜　8時30分～17時15分（日曜、祝休日、年末年始は休み）
〒132-0031　江戸川区松島1－38－1　グリーンパレス1階
電話：03-5662-7671　FAX：03-3653-0740
E-mail：edo-vc@city.edogawa.tokyo.jp

※次号は平成22年 6月発行です。

平成22年 4月発行：江戸川区ボランティアセンター

「2010ボランティアフェスティバル」の
ポスター募集
募集期間は平成22年 4月 12日～ 5月 14日です。
ボランティアセンターにご持参下さい。

ボランティセンターのホームページ検索は　→　「ボランティアセンター江戸川区ホームページ」

№ 日　時

①
5月13日（木）
13：30～15：30

グリーンパレス
４０３会議室
20名

② 5月20日（木）
13：30～15：30

グリーンパレス
４０３会議室
20名

講 座 内 容科　目

動物ふうせんづくりで
ボランティア活動

ボランティアに役立つ
点字・手話の体験

動物ふうせんの作り方を覚え、
おまつりなどで作ろう

出前ボランティアのお手伝いに
参加してみませんか？

③ 5月27日（木）
13：30～15：30 10名

④ 6月3日（木）
13：30～15：30

グリーンパレス
４０３会議室
20名

⑤ 6月10日（木）
13：30～15：30

グリーンパレス
４階ホール
20名

ボランティアに役立つ
ガイドヘルプ・車イス体験

施設でのお話し相手の
ボランティア

読み聞かせ
ボランティアの活動

子どもたちを対象にしたおはなし会に
ついて学びます

障害者の講話、体験。
出前活動のお手伝いに
参加してみませんか？

会場・定員

平成２２年度の事業が始まりました

４月～６月に開催される予定の講座
（各講座の申し込み開始については随時広報でおしらせします）

◎第１回ボランティア入門講座
「ボランティアをやってみたいが、何をしたらいいかわからない」そんなあなたにおすすめです。

◎初級点字講習会
点字ボランティアを養成するための講座です。
・期　　間 平成22年5月21日～7月23日
　　　　　　（毎週金曜日　全10回）
・会　　場 グリーンパレス402会議室
・募集定員 30名
・そ　の　他 教材費 1,600円

◎初心者のための手話講座
・期　　間 平成22年6月2日～8月4日
　　　　　　（毎週水曜日　全10回）
・会　　場 グリーンパレス401会議室
・募集定員 50名
・そ　の　他 教材費 1,260円
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21年度ボランティアセンター登録状況等

団体登録数 218団体 ボランティアセンター活動室 486件
( 内ＮＰＯ法人 ） （23団体） 清新町活動室 196件
個人登録者 2,484人
相談件数 1,296件 ボランティア保険加入 5,442件
募集件数 91件 行事保険加入件数 254件

活動室利用状況平成21年度末　登録状況　　

平成21年度保険加入件数

13,182人

年
平成21年度末 登録

年度
平成21年度末 登

年度ボランティ
利用状況用状況

登ィ センター登センセィアセ 録録状況等

ボランティアセンターからのお知らせ
ボランティア団体の登録について
　江戸川区ではボランティア活動を行う団体の登録を受け付けています。
登録を通じて、活動団体の情報を収集し広く区民の方々へ提供することにより、ボランティア
活動についての理解や認識を高め、参加を促し、ボランティアの輪を広げることを目指します。

《 登録要件 》次のすべての要件を満たしていることが必要です。
① 江戸川区を中心にボランティア活動をしていること
② 活動内容や連絡責任者等について、ボランティアセンターを通じて情報提供できること
③ 会員が５名以上であること
※ボランティア活動とは、無償で又は営利を目的とせず、他者や社会に対して貢献する自主的・ 
　主体的な活動を言います。

《 登録方法 》
「ボランティア登録申請書」に必要事項を記入の上、ボランティアセンターにご提出ください。
登録は随時受け付けています。

登録情報の取り扱いについて
　団体の情報は、活動への参加を希望する方や区内のボランティア活動の 
様子を知りたい方等にボランティアセンターホームページ等を通じて提供します。
登録の際、活動の様子がわかる写真があれば添付（１枚）してください。 
ホームページの団体紹介欄に掲出します。
※現在掲載していないボランティア団体については別途ご案内いたしますので
　ご協力のほどよろしくお願いいたします。

☆ 登録した団体は…
・会員がボランティア保険に加入した場合、保険料の助成（一部）を受けることができます。
・ボランティア活動室（グリーンパレスおよび清新町）と活動室備えつけの印刷機を使用する
  ことができます。
このほか、一定の要件を満たした登録団体には「ボランティア団体活動費」の助成を受ける
ことができます。
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いろんなところでボランティアさんが
活躍しています！

　3月 20 日（土）グリーンパレスで開催された江戸川区郷土資料室企画展イベント

「やってみよう！　作ってみよう！」で、「文化財・郷土資料室ボランティア」と
「一之江名主屋敷昔ばなしの会」が協力し、参加者とともに昔ばなしのお話しに出てくる

“手あそび”や“手しごと”で楽しく遊びました。

22 年度も一之江名主屋敷の囲炉裏を囲んで、日本の昔話や伝統的な手仕事を体験
できますので、ぜひご参加ください。

※お問い合わせ　　教育委員会文化財係　電話：5662-7176

5 月 23 日（日）東小松川公園、中央森林公園など小松川境川親水公園一帯で行われる

「第 31 回　中央地域まつり」では毎年江戸川区ボランティアセンターと江戸川区
福祉ボランティア協議会の普及推進部会が協力し、手話・点字の体験や動物風船を作って
配ったりして、たくさんの方々に喜んでいただいています。

＜ 主な手あそび・手しごと ＞
・縄ない体験・布ぞうり、ミニワラジ
・石臼体験・シュロの葉でバッタ（昆虫）
　作り・太紐でウマ、イヌなどの動物つくり
・カラーひもで四つ編み・折り紙・アヤトリ
　お手玉、コップ回し・昔ばなし・お話し
　読み聞かせ　他

（縄ない体験）

（布ぞうり） シュロの葉のバッタ

←区民まつりでの風船作り

※ 5月13日には入門講座で
動物風船作りを行います。
興味のある方、
参加してみませんか？
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初めまして（転入者）
小林　麻美（旧所属　西葛西図書館）
「一生懸命がんばりますので、よろしくお願いします。」
本澤　諒介（新規採用）
「新規採用でわからないことだらけですが、一生懸命頑張ります。」

お世話になりました（転出者）
齋藤和子（新所属　環境部）
「ボランティアセンターでいろいろな方と知りあうことができて楽しかったです。
新しい職場でまた頑張ります。皆さんもお元気で！」
原　栄生（新所属　土木部）
「2 年間楽しく過ごすことができました。ありがとうございました。どこかで見かけたら
声をかけてください。」

職員の異動がありました    21 年度もよろしくお願いします

■■■  活動団体への助成情報 ■■■

ボランティアグループや市民活動団体、ＮＰＯ等を応援する目的で
民間団体などによって行われる助成金の情報です。

§ 老後を豊かにするボランティア活動資金助成 §
・募集団体 （財）みずほ教育福祉財団
・募集内容 地域に根ざした高齢者のためのボランティア活動
 詳細は財団のホームページをご覧ください
 http://www.mizuho-ewf.or.jp  
・募集対象 地域社会で高齢者のための活動を進めている幅広いボランティアグループ
・募集期間 平成 22年 5月末日迄に財団に必着
・問合せ先 （財）みずほ教育福祉財団　福祉事業部　
 TEL　03－ 3596 － 4532　　FAX　03－ 3596 － 4531

§ オラクル有志の会ボランティア基金助成 §
・募集団体 日本オラクル有志の会（受託者　三菱UFJ信託銀行株式会社）
・募集対象 東京都において社会的な貢献活動を行う、都内に事務所を置く
 市民活動団体で、平成 22年 7月以降平成 23年 3月までに実施する事業
 詳細は基金のホームページをご覧ください
 http://charitable-trust.oracle.co.jp/
・募集期間 平成 22年 4月 1日（木）～平成 22年 5月 31日（月）当日必着
・申請書請求 三菱UFJ信託銀行株式会社　リテール住宅業務部
  提出先 公益信託グループ　担当：江川
 〒 100-8212　　東京都千代田区丸の内一丁目 4番 5号
 ＴＥＬ　03－ 6250 － 4596
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