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平成 24 年 4 月発行：江戸川区ボランティアセンター
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 24 年 6 月発行です。

平成 24 年度の事業が始まります
（各事業のご案内については随時広報でお知らせしています）

４月〜６月に開催する講座
＜点字講習会＞

＜初心者のための手話講座＞

点字ボランティアを養成するための講座です。

初めて手話を学ぶ方のための講座です。

平成24年6月22日〜12月21日
（毎週金曜日 全20回）
・会
場 グリーンパレス集会室402
・募集定員 30名
・その他
教材費 1,150円

・期

・期

間

※パソコン持参

間

･会
場
・募集定員
・その他

平成24年5月12日〜7月28日
（毎週土曜日 全10回）
グリーンパレス集会室401
50名
教材費 1,260円

＜ボランティア入門講座＞
ボランティアをやってみたいけれど、何をしたらいいのかわからないとおっしゃる方に、
おすすめです。参加費は無料、1科目から受講できます。
No．

科

目

講 座 内 容
日 時
定員・会場
20名
6月5日
（火）
子どもを対象にしたおはなし会です。
13:30〜15:00 グリーンパレス集会室

1

読み聞かせの
ボランティア

2

施設での
喫茶ボランティア

3

車いす・うらしま体験

6月7日
（木）
20名
熟年者の体の疑似体験と車いすの扱い方。
13:30〜15:00 グリーンパレス集会室

4

日本語ボランティア

6月8日
（金）
外国人に日本語で日本語を教えている団体
20名
18:30〜20:00 グリーンパレス集会室 の話を聞き、実際の活動を見学します。

5

災害時に役立つ
ノウハウ

6月9日
（土）
20名
災害時、
その時あなたは何ができますか？
13:30〜15:00 グリーンパレス集会室

6月6日
（水）
10名
熟年者施設での喫茶の運営を学びます。
13:30〜15:00 なぎさ和楽園
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23年度ボランティアセンターへの登録状況等
平成23年度末

登録状況

団体登録数
222団体
( 内ＮＰＯ法人 ） （23団体）
個人登録者

活動室利用状況
10,266人 ボランティアセンター活動室
522件
清新町活動室
203件
平成23年度保険加入件数
1,421人

相談件数
募集件数

1,817件
33件

ボランティア保険加入
行事保険加入件数

8,041人
225件

※東日本大震災の被災地へのボランティア活動をする方々の加入により、昨年と比較して
ボランティア保険の加入数が1,000人以上増えました。

「登録団体の調査」ご協力ありがとうございました。
おかげさまで、登録団体の情報更新ができました。
変更届をご提出いただいた団体の情報はホームページにも反映いたしましたので、ご自分
の団体のホームページを一度確認してみてください。
なお、江戸川区のホームページ掲載情報の内容変更をご希望の団体は、変更内容をセンター
あて、FAX でお送りください。随時受付いたします。

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っている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おり、 今後も活動を継続する見込みのあること
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」に必要事項を記入し、会則・会員名簿を添付の上
ボランティアセンターに提出してください。登録は随時受け付けています。
活動の様子がわかる写真をお持ちいただければホームページの団体紹介欄にのせます。

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。
団体情報はセンターの窓口でもご覧いただけます。

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」
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☆ 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助成」の申請を
することができます。
詳細はボランティアセンターにお問い合わせください。

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が行ってい
る助成金の情報をホームページで紹介しています。
一部ボランティアセンター窓口で申込用紙をお渡しできるものもあります。

○○○

つ ながろう会通信

○○○

昨年、江戸川区福祉ボランティア団体協議会では、東日本大震災の被災者支援を目的とし
て、つながろう部会を立ち上げました。
7 月から毎月「茶話会」を開催、10 月は被災者の方と一緒に芋煮会、
11 月は区内めぐりツアーを計画し、たくさんの方々に参加いただきました。

つながろう農園

作業始まりました！

茶話会での被災者の方からの声「土いじりができないかな…。」の一言から始まり、
今年 3 月、地域の方々のご厚意もあり、100 坪ほどの土地をお借りすることができました。
3 月 18 日、あいにくの雨模様でしたが、ボランティアさんも含めて 13 人で草むしりを行い
ました。
荒れた畑はすっかりきれいになり、おいしい餌が顔を出したのでしょうか？
すぐに白セキレイとムクドリがやってきてついばみ始めました。
その後、地域の方がトラクターで耕してくださったおかげでふかふかの土に変身！
3 月 25 日 ( 日）あふれる日差しの中、早速種イモを蒔きました。

〈草むしり前の畑〉

〈雨の中草むしりお疲れ様〉

〈ジャガイモを蒔きました〉

秋の収穫時のイベントを楽しみに、
畑にまく種は、ジャガイモ・人参・かぼちゃ・・・・
収穫の夢は膨らみます。
今後は水撒きや草むしりなどで忙しくなりそうです。
東日本大震災の被災地が一日も早く復興することを願っております。
センターでは今後もボランティアに関する情報をホームページ等でお知らせしていきます。
―3―
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チャレンジ・ザ・ドリーム イン ボランティアセンター
２月１４日（火）から１７日（金）、教育委員会の「チャレンジ・ザ・ドリーム」で
区内の中学生２人がボランティアセンターで職場体験をしました。
初

日…所長からボランティアセンターの概要説明を受けたあと、職員との顔合わせ。
その後、受講者の名札を作ったり、資料を綴じたりして入門講座の準備。
午後は講座のお手伝いをしました。
二日目…午前中は清新町にあるボランティア活動室へ移動して清掃活動、
トイレや部屋の隅々まできれいにしてくれました。
午後はボランティア団体の活動、「手話」の体験、
自分の名前を手話で伝えることもでき、楽しかったようです。
最終日…窓口で使用するマップ作成作業。一生懸命作ってくれました。
二人が作ったマップは窓口に掲示し利用しています。
午後は入門講座「つながるおもちゃ作り」に参加しました。
最終日…センターだよりの配付準備、封筒に宛名ラベル貼りをしました。
後から聞いたところ、これが一番苦労したんだそうです。（意外！）
午後は小学校へ出前授業に参加、ボランティアさんに交じってお手伝い。
アイマスクをして、見えないということの怖さも体験しました。
明るい２人に職場は終始和やかな雰囲気に包まれました。
" 四日間お手伝いありがとう。 またセンターに寄ってください。"

ボランティアセンター職員の異動がありました。
お世話になりました
よろしくお願いします

門脇
子安 ・ 山岸

学生 23 区清掃ｉｎ 江戸川区

ボランティア募集

5 月に東京 23 区で清掃活動を行います。
「学生」と銘打ってありますが、老若男女どなたでも参加大歓迎です！！
詳しくは、学生ボランティア企画集団 NUTS のホームページをご覧ください。
※申込には「名前」・「性別」・「所属」・
「当日連絡が取れる携帯番号・メールアドレス」が
必要です。
（前日まで受付可能です。
）
たくさんの方々のご参加をお待ちしております。
日 時
活動場所
持ち物
主催・申込・問合わせ
ホームページ
Ｅメール

平成 24 年 5 月 19 日（土） 午前 10 時から 12 時
ＪＲ総武線
平井駅周辺の清掃
軍手・動きやすい服装・飲み物
学生ボランティア企画集団 NUTS
http://nutsgets.com/
cleantokyo23@yahoo.co.jp
―4―

号

