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7月 13日（日）  午前 10時～午後 4時  タワーホール船堀

　江戸川区内で活躍している、69のボランティア団体が参加します。
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助け合い

回覧・掲示用

友好都市　山形県鶴岡市ボランティア団体友情出演
～ヒップホップダンス・鶴岡の語り部～

学童疎開を縁に始まった江戸川区と鶴岡市の交流は、
今年で 70年。また、友好都市盟約を結んでからは、
今年で33年になります。
ボランティアフェスティバルには、隔年で交流団が
訪れています。
今回は人気ダンスグループと語り部の方が出演いた
します。是非ご来場ください。

鶴岡の語り部　三浦牧さん
田川民話の会・あつみ昔話の会代表
5階小ホール（12時10分ごろ）

ヒップホップダンスグループ　「Kickin' Dance Fam」
健常者と知的障がい者が一緒にパフォーマンス

5階小ホール（11時50分ごろ）

〈フェスティバルの楽しみ方〉

1 階　展示ホール　　※ 4団体が複数出展
 ステージ発表 …………… (11 団体）
 活動パネル展示 ………… (23 団体）
 フリーマーケット ………（11団体）
3 階　各諸室
 学びと体験 ……………… (12 団体）
4 階　会議室
 スタンプラリー記念品づくり … (4 団体）
5 階　小ホール
 つながるステージ ……… (午前・5団体）
 つながる広場 …………… (午後・7団体）

〇ダンスや舞踊、楽器演奏などを見学したい方は、1階展示ホール・5階小ホールへお越しください。
〇自分にもできそうなボランティアをお探しの方は、1階展示ホールで活動紹介パネルをご覧ください。
〇ボランティア団体の手作り作品などを購入したい方は、1階展示ホールのフリーマーケットがお勧めです。
〇ボランティア活動を体験したいという方は、3階学びと体験コーナー
がお勧めです。

〇 5階小ホール（午後）には、参加者とボランティアがダンスや太鼓
など一緒になって楽しめる広場があります。

〇そのほか、会場内ではスタンプラリーも行っています。
　ゴールではオリジナルストラップなどの記念品づくりが楽しめます。
〇また、ボランティアイメージポスターに応募いただいた 300点を
　超える作品を会場内に掲示しています。

※フェスティバル全体の内容・時間などは、確定次第ホームページでご案内いたします。



ボランティア活動に興味はあるが、普段は学校や仕事で時間が取れない方へ！ 
夏休みを利用して、「ボランティア体験」をしてみませんか！
区内の施設、ボランティア団体が皆さんの体験をサポートいたします。
こんな活動が体験できます。
　〇お年寄りとふれあったり、サポートする活動
　〇障がいのある方と交流したり、サポートする活動
　〇子どもたちとふれあいながら成長を見守る活動
　〇環境、自然、みどりなどを守り育てる活動
　〇使用済み切手の整理など

平成26年 7月 19日（土）～8月 31日（日）
この期間で、1日から1週間程度の活動
300円（ボランティア保険の保険料）
6月 21日（土）午後3時から
ボランティアセンターにて受付

平成26年 6月 20日（金）　午後6時 00分～　グリーンパレス2階
平成26年 6月 21日（土）　午後1時 30分～　グリーンパレス2階
※事前申し込み不要。直接会場へお越しください。

問合せ・申し込み先　えどがわボランティアセンター　電話 5662-7671

えどがわボランティアセンターのホームページには、講座やイベント、ボランティア
募集、活動先の紹介など、いろいろな情報が満載です。是非ご覧ください。
ホームページアドレス　edogawa-vc.jp/　または「えどがわボランティアセンター」で検索してください。

活 動 期 間

費 　 用
申 込 み

後日「広報えどがわ」・えどがわボランティアセンターホームページでお知らせします。

事前説明会

※7月12日（土）はボランティアフェスティバル準備のため休館いたします。

＜ボランティア入門講座＞ 
　ボランティアに興味はあるが、「何をしたらいいかわからない」という方に
おすすめの講座です。
　参加費は無料、1科目からの受講も可能です。
　申込みは、6月 2日 ( 月）より電話で受け付けています。(6 月 1日号 広報
えどがわに掲載しています）

日　時 定員・会場
6月12日(木）
10：30～11：30

区立みんなの家
10名

グリーンパレス
20名

グリーンパレス
20名

特別養護老人ホーム
暖心苑　10名

6月17日(火）
13：30～15：00

6月18日(水）
10：00～11：30

6月20日(金）
14：00～15：00

高齢者施設の見学とボランティア体験を
していただきます。

障がい者施設での
ボランティア

初歩からの手話

始めてみよう
ボランティア

高齢者施設での
ボランティア

科　目 講  座  内  容
知的障がい者施設でのボランティア活動
の話を聞き、施設を見学します。

手話初心者の方を対象にした講座です。
聴覚障がい者の生活体験等の話も聞きます。

ボランティアを始める際の留意点を
知っていただく講座です。
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夏のボランティア体験！



施設・イベントでのボランティアスタッフ募集

 もぐら祭 （障がい者施設）
日　 時：平成26年 7月 20日（日）
　　　　 午前 10時～午後2時
会　 場：もぐらの家（春江町3－21－6）
内　 容：模擬店やミニバザーなどのお手伝い
服　 装：動きやすいもの
申込締切：7月 12日（土）
申込・問合せ：もぐらの家 TEL 3679－0110

ボランティアフェスティバル
日　 時：平成26年 7月 13日（日）
協　 力：午前9時～午後5時
会　 場：タワーホール船堀（船堀4－1－1）
内　 容：スタンプラリー受付などのお手伝い
対　 象：中学生以上でスタッフ説明会（6月

21日・土曜）に参加できる方
申込締切：6月 13日（金）
申込・問合せ：ボランティアセンター　TEL 5662-7671

お陰さまで（公財）ボランティアセンター2年目
に入りました。
　平成 25年 4月に江戸川区よりボランティア事業を引
き継ぎ 2年目を迎えました。この 3月には理事会・評議
員会で、平成 26年度事業計画・収支予算を決定いたし
ました。また、5月には平成 25 年度決算が承認されま
した。これからも、公益財団法人として、区民の皆様から
信頼されるボランティアセンターとなるよう努めてまい
ります。
　引き続き、皆様のご支援をお願いいたします。

理事長　小久保晴行　役員一同

☆ ボランティアさん紹介 ☆ こころなごみます！
　ボランティアセンターの入り口にある掲示板に年間を
通じて季節の絵が描かれた色紙が貼ってあるのをご存知
ですか？
　毎月、その月にちなんだ絵を描いて貼ってくださる
ボランティアさんがいるのです。

　今月は何が描かれるのか今から楽しみです。
   ボランティアセンターにお越しの際は是非ご覧ください。

えどがわボランティアセンターで、災害時への取り組みの一つと
して、 5 月 13日より Facebook を始めました。
被災地では情報発信・収集に大いに役立っています。災害が起き
ないのが一番です。
当面はセンターやボランティア活動情報などを発信いたします。
facebook.com/edogawa.vc.tokyo

（3 月・4 月分）
寄附  2 件
小久保晴行様 30 万円
匿名 　　10 万円

募金箱（25 年 8 月～ 26 年 3 月）
 　　5,647 円
使用済み切手
 　　65 件　28.8 ㎏

ボランティアセンター登録団体数
（平成 26年 5月 1日現在）

　団体登録数　174団体　6,234 人

職員紹介
大野奈津子　4月 1日付採用
　よろしくお願いいたします。
横路裕子　3月 31日付退職
　 5 年間お世話になりました。

センタースタッフ 本澤　子安　山岸
 安成　森　大野

センター休館のお知らせ
7月 12日 ( 土）

ボランティアフェスティバル準備のため

Facebook  を始めました！
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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

⇔

【 グループ巡の家 】
               会員の活動
　・お互いさま傾聴の会
　・描いたり創ったり（子供対象）
　・手芸カフェ
　・鉢花を育てる会

グループ巡の家　高澤　　TEL　5668-3132

★今年も鶴岡市ボランティアの皆さんと交流を深めます★

ネットワーク事業が走り始めました！

真夏の恒例行事「ボランティアフェスティバル」。今年は 7月 13日（日）に開催されます。
江戸川区福祉ボランティア団体協議会では、平成 21年から友好都市・鶴岡市と交流を続けています。
今年は、鶴岡市のボランティア総勢 20名の方々がフェスティバルに出演するためにいらっしゃいます。
協議会では、フェスティバルの前日、7月 12 日（土）に清新町コミュニティ会館で交流会を行い、
鶴岡のボランティアの方々と楽しいひと時を過ごそうと企画しています。
フェスティバル当日は、ボランティアの方々は、5階小ホールでのステージ発表をし、鶴岡市ボランティ

アセンターは、1階展示ホールでブースを出展する予定です。
ボランティアに興味のある方はもちろんですが、
鶴岡の皆さんのステージ発表は要！チェックです。
また、同じくステージ発表を行う江戸川区のボランティア

「おはなしこばこ」。
今年は活動開始 30周年を記念して、6月に鶴岡の保育園で
人形劇の公演を行うそうです。
鶴岡の皆さんや江戸川区のボランティアによるステージ発
表や活動紹介など、今年のボランティアフェスティバルも楽
しさ目白押しです。
夏の暑い 1日、ボランティアフェスティバルにぜひ遊びに
来てください。

ボランティアネットワーク事業として行われている『外国人と障
がい者のための災害体験』が今年も 9月 28 日（日）に開催される
ことになりました。
今年は身近なもので作れる防災グッズを紹介するということで、
もしもの時に活かせる災害体験となりそうです。外国人・障がい者
の方で興味をお持ちの方は、ボランティアセンター（5662-7671）
までお問い合わせください。

メンバーが得意なことで会をつくり
活動しています。
こんなことをやりたいという方、
活動に興味のある方
ぜひ、連絡をください。
又、有償家事等のサービスもしています。
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