
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23年 4月発行です。

平成23年2月発行：江戸川区ボランティアセンター

ボランティア保険で安心して活動を

ボランティア保険とは？
国内におけるボランティア活動中の偶然な事故により、
①ボランティア自身が被った「ケガ」（活動先への通常経路による往復途上も含む）
②ボランティア自身が活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与えた結果、
　ボランティア自身が法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任損害」
に対する補償をセットにした保険です。

≪保険料助成制度≫
江戸川区ボランティアセンターに登録している団体の会員、個人登録者がボランティア
保険に加入した場合、保険料の助成を受けることができます。
※申請には、団体は代表者、個人はご本人の印鑑が必要となります。

≪加入手順≫
ボランティアセンターに登録していない団体・個人⇒（１）＋（２）
ボランティアセンターに登録している団体・個人⇒（１）＋（２）＋（３）

平成23年度のボランティア保険受付は　3月中旬から行います!!
　※保証期間は申し込みの翌日（4月1日以降）から翌年の3月31日です。

新年度の保険加入の出張受付
　日時：	平成23年3月26日（土）午前10時～12時
	 平成23年4月	9	日（土）午前10時～12時
　場所：	清新町ボランティア活動室（住所：清新町2－2－1）
※複数の登録団体に所属している場合など、重複して保険に加入している方がいらっしゃるよう
です。保険の保障及び区の保険料助成の重複請求は認められませんので、ご注意ください。

・加入者の氏名・住所・電話番号が必要です

・ボランティアセンターでお預かりします
※領収書が必要な場合は直接郵便局で振込みしてください。

・印鑑が必要です

（１）加入申し込み

（２）保険料支払い

（３）助成金申請
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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」

　区内の様々な施設・団体が、ボランティアを募集しています。
今回は「お年寄りとふれあったり、サポートする活動」の募集
情報を中心にご紹介します。
　活動内容は、お話相手・洗濯物整理・配膳・清掃・外出時の
付添い・レクリエーション時の指導や補助等々、施設によって
異なりますので、それぞれの施設の担当までご連絡ください。

中央地区
担当者電　話施設名

大杉2－10－16

上一色3－17－10

東小松川3－35－13
ニックハイム船堀302号室
本一色2－13－25

西一之江4－9－24

中央3－23－7

中央2－8－18

一之江7－50－6

一之江7－50－6

中央4－2－13

5607－6550

3654－3512

5678－6712

5607－0482

3655－5963

5661－5709

5663－0373

5678－6139

5678－6139

5661－1070

諸岡

先達

塚田

鈴木・飯田

西大路・吉野・高橋

伊藤・増澤

車田

浅見

岩下・待木

所 在 地

担当者電　話施設名 所 在 地

担当者電　話施設名

佐藤

平井・小松川地区

泰山地域包括支援センター
熟年ふれあいセンター

特別養護老人ホーム　ウエル江戸川 平井7－13－32 3617－1112 松浦

社会福祉法人　江寿会　
アゼリー江戸川

葛西・船堀地区

あおぞらディサービス

介護老人保健施設　ヴィット

介護老人保健施設　くすのきの里

ディサービスセンター　クローバー

ディサービスセンター　なごやか葛西

特別養護老人ホーム　暖心苑

特別養護老人ホーム　なぎさ和楽苑

特別養護老人ホーム　みどりの郷福楽園

ベネッセホーム　まどか東葛西

ディサービスセンター　よろこび

船堀6－3－20

船堀3－10－7

西葛西6－19－8

一之江7－41－15

東葛西8－3－1
ヴィルメゾン葛西1階

北葛西4－3－16

西葛西8－1－1

臨海町1－4－4

東葛西9－5－34

中葛西3－16－17

5878－3032 鷹觜
タカノハシ

5696－3363 岡本

3675－2518 片岡

5661－1851 小林

5667－4794 大木

3877－0100 簗場
ヤナバ

・本間
ホンマ

3675－1201 遠藤

5659－4122 渡辺・野村

6663－1165

所 在 地（または活動場所）

3673－5150 印南小松川2－9－2
小松川2丁目第3団地2号棟1階

5626－8823 小松小松川2－9－2
小松川2丁目第3団地2号棟1階

古屋

5659－4651 大山・砂田

ケアハウス　アゼリーアネックス

グループホーム　まる・さんかく・しかく

ディサービスセンター　ディライト

特別養護老人ホーム　アゼリー江戸川

特別養護老人ホーム　清心苑

ヒューマンライフケア　風鈴の湯

みなみ中央ケアセンター

ディサービス　きらら一之江

ケアホーム　うらら一之江

癒しのディサービス　江戸川
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ボランティア活動は
「あなたの意思で」「出来ることを」「出来るときに」

ボランティア活動の５つの心得

１　とにかくやってみよう
「何もできない」と思うより、「何か出来るかもしれない」
という気持ちでやってみよう。

２　責任をもって
活動に参加するということは、社会参加をするということです。
約束を守り、責任を持って行動しましょう。

3　一緒に
「やってあげる」なんて思わず、「一緒に」の気持ちで！

４　無理なく
無理するよりも根気よく！「三日坊主」より「石の上にも三年」

５　プライバシーを守る
活動を通して知りえたプライバシーは尊重し、口外しない。

小岩地区

介護付有料老人ホーム　エスペランサ南小岩

介護老人保健施設　いわい敬愛園

介護老人保健施設　ビーバス成光苑

グループホーム　あやめ
グループホーム　あんじゅ

泰山地域包括支援センター 
   熟年ふれあいセンター

特別養護老人ホーム　江戸川光照苑

特別養護老人ホーム　小岩ホーム

南小岩4－17－6

南小岩8－13－5

北小岩2－7－6

南小岩3－9－17
東小岩4－23－4

北小岩2－14－17
共育プラザ小岩内

北小岩5－7－2

南小岩5－11－10

5668－7530

5693－8341

5612－7018

5622－1710
5612－2550

3673－5151
5889－1165

6778－0051

5694－0101

吉田・新木

石井

坂本

槻木・八幡

末永

細木・岡野

園塚

東部地区

介護老人保健施設　やすらぎ

特別養護老人ホーム　第二みどりの郷

特別養護老人ホーム　瑞江ホーム

養護老人ホーム　長安寮

養護老人ホーム　江東園
特別養護老人ホーム　リバーサイドグリーン

瑞江1－3－20

江戸川2－15－22

瑞江1－3－12

篠崎町4－5－9

江戸川1－46

3679－3749

5664－2029

3679－3759

5664－2960

3677－4611

小川

宮崎・野村

秋田

上島

久保田

印南・森

鹿骨地区

介護老人保健施設　ジェロントピア菊華

特別養護老人ホーム　きく

特別養護老人ホーム　わとなーる

鹿骨3－20－3

鹿骨3－16－6

鹿骨1－3－8

5666-3030

3677-3030

6804-8722

事務室

佐藤

七戸

担当者電　話施設名 所 在 地（または活動場所）

担当者電　話施設名 所 在 地（または活動場所）

担当者電　話施設名 所 在 地（または活動場所）
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“ホームページ掲載内容の確認をお願いします”

《 2011 ボランティアフェスティバル 》
平成23年 7月 10日（日）　午前10時～午後４時まで
【会場】タワーホール船堀　1・3・5階

～ボランティアフェスティバル　ポスター募集について～ 
ボランティアフェスティバルでは、ボランティアに関するテーマで
毎年ポスターの募集を行っています。
昨年は85枚の応募があり、4作品が表彰されました。
平成23年度は 4月初旬に募集を開始します。（広報えどがわ4月 10日号掲載）
今年もたくさんの作品をお寄せ下さい !!

“ありがとうございました”
「個人登録台帳整備調査」

昨年 11月、個人登録台帳整備と今後のボランティア事業に関する調査を行いました。
皆様のご協力により、調査を終了することができました。
この結果を今後のセンターの事業に役立ててまいりたいと考えております。
お忙しいところ本当にありがとうございました。

「配布ボランティアさん募集第 2弾！」
第９号のセンターだよりで募集した地域についてはおかげさまで新しいボランティア
さんが決まりました。下記地域の配布ボランティアさんを追加募集します。よろしく
お願いします。

　ボランティアセンターでは、ホームページの掲載内容を最新情報にするため定期的に更新
を行っています。

≪登録団体の皆様へ≫
登録団体のホームページ掲載内容を今一度ご確認ください。
代表者・責任者の変更があった場合も、その都度変更届の提出が必要です。
変更がある場合は 23年 3月末までに必ずご連絡くださるようお願いします。
郵便物が返送されるなど団体と連絡がつかない場合、団体登録を抹消させていただ
くこともありますのでご注意ください。

≪ボランティア募集の掲載をしている施設の担当の方へ≫
募集内容・連絡先や担当者など変わっていませんか？
ホームページ掲載内容を今一度ご確認ください。
変更がある場合は 23年 3月末までに必ずご連絡くださるようお願いします。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
期日までにご回答がない場合は、現在の情報で更新します。

“ホームページ掲載内容の確認をお願いします”

自治会名 江戸川ハイツ自治会 長島町会 公社東葛西
第一住宅自治会 自治会コミュニティ5 メゾン葛西自治会 公社東葛西

第二住宅自治会

住所 江戸川6丁目25番 東葛西4丁目4番東葛西3丁目2番 東葛西7丁目15番 東葛西9丁目10番東葛西5丁目2番
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