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助け合い

回覧・掲示用

平成26年2月発行
第6号

≪開催日時≫ 平成 26 年 7 月 13 日（日）　　午前 10 時～午後 4 時
≪会　　場≫ タワーホール船堀　1 階展示ホールほか
≪参加団体の条件≫ 区内で活動するボランティア団体、NPO法人、学校のボランティア部
 などで、フェスティバルの会議や前日の準備等すべてに参加できる団体
≪募集内容・募集数≫
　発表・活動紹介 展示ブース（27 団体）、ステージ（20 団体）
　販売・活動紹介 フリーマーケット（12 団体）
　体験・活動紹介 活動体験コーナー（13 団体）
≪申し込み方法≫ 平成 26 年 2 月 21 日（金）～ 3 月 15 日（土）の間に「参加申込書」
 をボランティアセンターへ提出（持参・郵送・FAX）
※「参加申込書」はボランティアセンター窓口にあります。
（ボランティアセンターのホームページからも印刷できます。ご利用ください。）

２０１４えどがわボランティアフェスティバル
参 加 団 体 募 集 ！

ホームページの検索は　『えどがわボランティアセンター』　または、　edogawa-vc.jp/

※会場はグリーンパレス集会室304  
    時間は18:30～20:30、ただし、2月22日のみ10:00～15:00

月･日（曜日）

2月 20日（木）
13:30 ～15:00

日時 科目・「会場」（定員）

2月18日（火）
9:45～11:30

障がい者施設でのボランティア体験
「元明館」（3名）

2月19日（水）
13:30 ～15:00

使用済み切手でボランティア
「グリーンパレス」（10名）

動物（犬）と一緒のボランティア
「グリーンパレス」（20名）

内　　容

江戸川区の危機管理想定とインフラ被害想定
生き残るための行動、グループワーク
町に潜む危険の探知
災害時の病気と健康、応急手当
災害時ボランティアとは
被災地域の住民として、被災地域を守るということ
全体のまとめ、発表

2月 18日（火）
2月 20日（木）
2月 22日（土）
2月 25日（火）
2月 27日（木）
3月　4日（火）
3月　6日（木）高齢者施設でのボランティア体験

「アゼリーアネックス」（15名）
2月 21日（金）
13:30 ～15:00

ボランティア入門講座 災害時ボランティア養成講座　初級

広報えどがわ 2月 1日号をご覧ください。
※申し込みは平成 26年 2月 3日（月）
　午前 9時から電話で　先着順

広報えどがわ 1月 20日号で掲載しました。
※この講座は平成 26年１月 21日から受付しています。
　定員 (20 名）に達した場合はご了承ください。　　



ボランティア保険加入で安心してボランティア活動を！
現在の保険は26年3月31日で保険期間終了です。

26年度の保険加入手続きは…
保険期間は当該年度の 4月 1日（加入日の翌日から有効）から翌年 3月
31日までです。
平成26年度のボランティア保険加入は 3月 5日（水）から受け付けます！
4月 1日から保険を有効にするには 3月中の加入が必要となりますので、
早めに加入の手続きをしてください。受付窓口はボランティアセンター
です。

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」
　に対する補償をセットした保険です。
※ボランティア保険は重複して加入することはできません。また、一度加入すれば保険
　期間内は複数のボランティア活動をされる場合も補償されます。

保険料の助成は…
　ボランティアセンターに登録している団体の会員及び個人登録をしている方には保険料
の一部を助成します。加入手続きをする際、登録団体の場合は代表者の印鑑、個人登録の
方はご本人の印鑑をお持ちください。助成金の申請ができます。

　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
内容の更新を行っています。

≪施設等の方へ≫
　この度、ボランティア募集の記事を掲載中の施設等へ内容確認のお手紙をお送りしました。
「えどがわボランティアセンター」のホームページから掲載内容を印刷し、ボランティア募
集内容に間違いがないか確認の上、2月末までにボランティアセンター窓口までその結果
をご持参いただくか、ファックスまたは郵便でお送りください。
　なお、今回はホームページ等に関するアンケート用紙を同封させていただいております。
お手数ですがホームページの情報と併せてご協力いただきますようお願いいたします。
※掲載内容の間違いをなくすため、電話での回答はご遠慮ください。

≪登録団体の方へ≫
　ご自分の団体のホームページ掲載内容の確認をお願いします。内容変更があった場合
はボランティアセンターまでご連絡ください。修正は随時受け付けています。

ホームページの検索は『えどがわボランティアセンター』　または、edogawa-vc.jp/ で

ホームページ掲載内容確認のお願い
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センターだより配布ボランティアさん募集中 !!

（11 月・12 月分）
寄附金（3 件）
酒井弘文様 10 万円
酒井秀子様 10 万円
匿名 8,920 円

使用済み切手
51 件 24.1 ㎏

　平成 26年 1月 14日（火）～ 16日（木）の 3日間
江戸川区福祉ボランティア団体協議会の協力のもと、
江戸川区役所玄関横にある多目的スペースで、ボラン
ティアセンター事業のPRをしました。
≪展示コーナー≫
入門・初級講座、出前ボランティア体験、ボランティ
アフェスティバル、外国人・障がい者のための災害体
験などの事業紹介パネル展示
≪体験・実演コーナー≫
手話、点字、車いす、視覚障がいの体験、生活便利グッ
ズの展示・実演など

∬　出張！
　　　出前ボランティア体験　∬

届　け　先町　会　名
平井宮元町会
平井六丁目東町会
平井6丁目23号棟自治会
平井731自治会
第三うつき会
クレストフォルム平井グランステージ自治会
平井七丁目第4自治会
平井西町会
船堀駅前トキタワー自治会
宇喜田十軒自治会
中組町会
宇喜田十四軒自治会
宇喜田第一住宅自治会
宇喜田新町自治会

西葛西ハイツ自治会
江戸川四丁目都住自治会
興宮自治会
巽親和会
東小岩一丁目東町会
小岩二東町会
扇子田自治会
東小岩中央自治会
小岩東部町会
小岩駅南自治会
下小岩自治会
片山自治会
四南自治会

北葛西4丁目
江戸川4丁目
興宮町
東小岩1丁目
東小岩1丁目
東小岩3丁目
東小岩4丁目
東小岩6丁目
東小岩6丁目
南小岩7丁目
南小岩7丁目
南小岩8丁目
南小岩8丁目

平井5丁目
平井6丁目
平井6丁目
平井7丁目
平井7丁目
平井7丁目
平井7丁目
平井7丁目
船堀3丁目
宇喜田町
宇喜田町
北葛西5丁目
北葛西5丁目
中葛西1丁目

届　け　先町　会　名

　ボランティアセンターでは、各町会・自治会等を通じて「センターだより」の回覧を
お願いしていますが、下記町会・自治会等へ「センターだより」を届けてくださるボランティ
アさんがいないため困っています。
§奇数月の第４火曜日に届けてくださる方、ご連絡をお待ちしています§

これからも年に数回開催する予定です。
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ボランティア通信　「やまびこ」コーナーボランティア通信　「やまびこ」コーナー

昨年は、大変お世話になりました。今年もボランティアの普及推進に江戸川区福祉ボランティ
ア団体協議会一同励んでまいります。今年もよろしくお願いします。

会　長 小久保晴行
副会長 岩岡信之　松村勝之
 島村弘子　山本国子
会　計 田中敞　　井上文子
会計監査 小林節子　中村直子

広報部会長 髙橋伸予
普及推進部会長 吉崎俊子
研修部会長 松本恵美子
活動部会長 並木初江

今年もよろしくお願いします！

　平成 25 年 12 月 3 日（火）に 161 名が参加し、グリーンパレス
孔雀にて多田区長さんをお迎えし、賑やかに行なわれました。
　交流会では、福祉ボランティアとして永年活動されている、2団体
と 11 名の方々に、区長さんから感謝状が贈呈されました。
　今回、懇親会では、新たな試みとして、福祉ボランティア団体協議
会の加盟団体が日頃ボランティア活動として訪問している福祉施設の
職員の方に、施設の紹介をしていただきました。
　また、恒例のお楽しみ抽選会では、各団体が持ち寄った豪華（？）
景品のくじ引きや所属団体や個人の活動紹介などのお話しをしていた
だきました。
　今回の交流会は、参加していただいた施設や各グループの活動を
知ることができる良い機会となりました。

広報部会

第 27 回ボランティア交流会が行われました。

役　員

日本文化紹介（箏、お抹茶他）
音の会（ねのかい）では、下記の施設・日程で日本文化の
紹介を行います。
【一之江抹香亭】
 平成26年2月16日（日）　3月16日（日）　4月20日（日）　5月18日（日）
 午前11時　午後1時　2回紹介　入場無料　お抹茶希望者は100円
【源心庵】
 平成26年2月17日（月）　2月24日（月）　2月27日（木）
 外国の方対象の申込み制　締切日2月5日（水）　参加費無料
 ※いずれもお申込み、お問い合わせは、音の会井上まで（03―3677―8042）
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