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2 月 12日（木）東部フレンドホールにおいて、ボランティアセンター

登録の 187 団体を対象とした、団体登録更新説明会と登録団体及び

ボランティアに関心のある方を対象とした、江戸川総合人生大学北野

学長による特別講演「ボランティアの勧め」が催されました。

第一部の登録更新説明会では、登

録更新の手続き、ボランティア保

険の加入案内が行われました。

続いて第二部では、「ボランティアの歴史」「活動の基本条件」「生き

がい・心の豊かさとは」等をわかりやすく、ユーモアを交えて北野

学長よりお話を聞くことができました。

参加者は、ホール満席の 300 名。今後のボランティア活動を勧めて

いくうえで、大きな後押しとなる講演会でした。

5月

6月
7月

9月

10月

11月
2月

第１回手話入門講座（毎週火曜、15回コース）
災害時ボランティア養成初級講座（７日コース）
中央地域まつりに出展
第1回ボランティア入門講座（4日、4科目）
えどがわボランティアフェスティバル（12日）
夏のボランティア体験（夏休み期間）
初心者音訳講座（毎週水曜日、10日コース）
初心者点字講座（毎週金曜日、10日コース）
第2回ボランティア入門講座（4日、4科目）
外国人・障がい者のための災害体験
第2回手話入門講座（毎週土曜、15回コース）
区民まつりに出展
災害時ボランティア養成中級講座（5日コース）
第３回ボランティア入門講座（4日、4科目）
デイジー録音図書製作講座（平日、2日コース）

平 成 2 7 年 度 事 業 紹 介
講座の募集時期など詳細は、センターホームページ及び広報えどがわでお知らせします。

登録団体更新説明会＆北野学長講演会

※江戸川区福祉ボランティア団体協議会の情報コーナーです。

＊7月　えどがわボランティアフェスティバルに「ブース」参加
＊9月　ネットワーク事業「外国人・障がい者のための災害体験」
＊10月　鶴岡市ボランティアとの交流（鶴岡市へ訪問）
＊12月　福祉ボランティア交流会

　その他年間を通じて、被災者の方とつながろう農園での農作業、
茶話会、出前ボランティア体験、研修会等の活動を予定。

江戸川区福祉ボランティア団体協議会　平成27年度事業予定紹介

　研修部会主催の講演会「信頼関係を築くコーチング講座」が２月３日（火）にグリーンパレス
にてプロ・サポーターズ代表の石川りつこさんを講師にお招きし、開催されました。
　コーチングとは相手の自発的な行動を促進させるためのコミュニケーション技術のことです。
　講座は受講者が参加し体験する形式で進められました。
　体験では、話しを聞いてもらう時の相手の表情や態度によって、
話しをする人は不安になり、話しづらくなってしまうことが実感
できましたが、逆に質問をされたり頷いてもらったりすると、新
たな発想が生まれ、考えがよりはっきりするのだと解りました。
　学んだことを実際の活動に活かしていくのは難しいですが、講
座で聞いたことを思い出し、周囲の人と上手く信頼関係を結んで
いけたらと感じました。

「信頼関係を築くコーチング講座」を受講して

中央図書館開催「春のおはなしフェスティバル」に協力します！
　4月29日（祝・水）に中央図書館で「春のおはなしフェスティバル」が行われます。
　当協議会加盟団体の江戸川ボランティアおはなしこばこが加盟している江戸川おはなし
ボランティア連絡会が協力しています。今年で3回目の開催で、時間は12：30～16：00
頃まで。
　幼児向けのおはなし会、パネルシアター、江戸川区の昔ばなしなど小さなお子さんから
大人まで楽しめる内容です。
　その中で当協議会加盟団体の夕やけ小やけ会さんの参加型マジック
ショーや普及推進部会のバルーン作りも依頼があり参加します。
　紙飛行機のとばしっこ競争もやる予定です。
　是非是非見に来てくださ～い！！

北野学長の講演

更新説明会の来場者

昨年のボランティアフェスティ
バル「ブース」参加の様子



えどがわボランティアセンターのホームページでは、
区内の様々な施設でのボランティアさんの募集情報
を掲載しています。

①お年寄りをサポートする活動
熟年者施設での利用者のお話し相手、施設の清掃、洗濯物
の整理、配膳の手伝い、レクリエーションの指導・補助など
②障がいのある方をサポートする活動
障がい者施設での散歩の付添い、お話し相手、作業の手伝
い、障がい児施設での放課後支援など
③子どもの健やかな成長をサポートする活動
　小さなお子さんとお母さんを支援する活動など
④環境・自然・緑などを守り育てる活動
　公園や区で管理する緑地での草花の手入れ、
　区で管理する道路の清掃など

電話:5662-7671　ＦＡＸ:3653-0740

ボランティア募集情報 このほかにも、募集情報は、ホームページでもご覧になれます。
検索は『えどがわボランティアセンター』または、edogawa-vc.jp/で

募集情報の掲載を希望される施設・団体の方は、
ボランティアセンターまでお問い合わせください。

２０１５えどがわボランティアフェスティバル２０１５えどがわボランティアフェスティバル
ポスター画の募集ポスター画の募集

２０１５えどがわボランティアフェスティバル
ポスター画の募集

ボランティアセンターでは、ボランティアに関するテーマで、
毎年ポスターに掲載する作品の募集をしています。
昨年は、312 点の応募があり、ポスターに使用した 1 作品を
含め、優秀作品 5 作品に対して江戸川区長さんより記念品が
贈られました。

また、応募いただいたすべての作品をフェスティバル
会場に掲出いたしました。

今年もたくさんのご応募をお待ちしています。

作品の規格　　基本 8つ切り画用紙サイズ
　　　　　　　　　（39.2cm×27.1cm）
応募締切　　　5月 9日（土）持参又は郵送（必着）
申し込み・問合せ　えどがわボランティアセンター
　〒132-0031　江戸川区松島 1-38-1
　電話　5662-7671　　FAX　3653-0740

中央地域まつりに
ボランティアセンターも出展します

手 話 入 門 講 座
内容充実（10日→15日コースへ）　  
年 2回開催（5月及び 10月スタート）

5月24日（日）開催の中央地域まつりにボラン
ティアセンターも出展いたします。
出展場所は、ボランティアセンターのある、グ
リーンパレス1階と4階集会室です。
動物風船の無料配布のほか、手話体験・点字
体験のコーナーを設けます。
皆さまのご来場をお待ちしています。

平成27年度より初心者のための手話講座は、手話
入門講座として新たにスタートします。
回数も10回から15回に増え、レベルアップした手
話を学べる講座になりました。
＊第1回（5月～9月）   毎週火曜日 10時～12時
＊第2回（10月～2月） 毎週土曜日 14時～16時
会場は、第1回・第2回共にグリーンパレスです。
尚、過去にボランティアセンターの初心者のため
の手話講座を受講された方は受講できません。

募集時期には、広報えど
がわ、ボランティアセン
ターホームページに掲載
いたします。
詳しくは、ボランティアセ
ンターまでお問い合わせ
ください。

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、
ボランティア活動先の紹介など、いろいろな情報が満載です。是非ご覧ください。
また、身近な話題は、フェイスブックでも情報発信しています。
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

公財ボランティアセンター3年目を迎えます。公財ボランティアセンター3年目を迎えます。公財ボランティアセンター3年目を迎えます。

　平成24年4月に一般財団法人として設立し、その後、公益財団
法人の認定を東京都より取得し、平成25年4月から江戸川区より
ボランティア振興事業全般を引き継ぎ、今年で3年目を迎えます。
　この間、ボランティア人材の育成やボランティア団体間の交流
促進、災害時のボランティア活動拠点の整備などを推進してまい
りました。
　現在、センターに登録し活動している団体は、福祉、環境、教育、
国際交流、地域交流など188団体、会員は個人ボランティアも併
せ7000人に及びます。
　引き続き、区内で活躍しているボランティアの皆さんが更に活
発な活動ができるよう支援してまいります。区民の皆さんと共に
「ボランティア立区えどがわ」を更に発展させましょう。

理事長　小久保晴行　役員一同、職員一同

ボランティアセンター
登録団体数 :１８８団体
(平成27年3月1日現在）

（ １月・２月分 ）

※ボランティアの振興に有効に使わせて
　いただきます。

寄附金（2件）

使用済み切手
21.5㎏

　16,320円
受領　　　65件
換金（9月～2月整理分）

東京フレンドパーククラブ
匿　名

4,564円
3,343円

行事保険のご案内 ＊イベントを開催するなら入っておきたい行事保険＊

行事保険は、福祉活動やボランティア活動などを目的とした行事に、主催者が掛ける保険です。
①行事（1日行事、宿泊行事）の参加者が、偶然な事故でケガをした場合の傷害補償。
②行事の主催者が参加者など他人の身体や財物に損害を与え法的に賠償の責任を負った場合の
　賠償責任補償。
この 2つの補償がセットになった保険です。行事内容により掛け金が異なります。
詳しくは、ボランティアセンターホームページ（edogawa-vc.jp/）又は直接ボランティアセンターへ
お問い合わせください。

募集情報は「ボランティア活動を
したい」からご覧いただけます。

特別養護老人ホーム　きく　（鹿骨3-16-6）
①シーツ交換、リネンの片づけ
　　月・水曜日 9：30～ 11：30
②床清掃、窓拭き、草むしり
　　9：30～ 11：30、14：00～ 15：00頃
③歌、踊り、演奏などの催し物
問合せ　ボランティア担当　筒井、平田
　　電話　03-3677-3030

すぺーす・あい　（障がい者施設、篠崎町2-58-3）
利用者のお話し相手
日中活動支援（散歩、創作活動など）
曜日・時間：月・水・金曜日 12：30～ 14：30
問合せ　小林　電話　03-5636-1755

第6回学生23区清掃活動In江戸川区
学生、社会人を問わず気軽に参加できます
日　時　平成 27年 5月 2日（土）午前 10時～正午
場　所　JR葛西臨海公園駅周辺　※雨天中止
申込み　学生ボランティア企画集団ＮＵＴＳ　荒井
　　　　「cleantokyo23@yahoo.co.jp」あてに、
　　　　5月 1日（金）までにメールで申込み
　　　　（氏名、性別、職業、会場「江戸川区」を記載）

《昨年の最優秀作品》
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　賠償責任補償。
この 2つの補償がセットになった保険です。行事内容により掛け金が異なります。
詳しくは、ボランティアセンターホームページ（edogawa-vc.jp/）又は直接ボランティアセンターへ
お問い合わせください。

募集情報は「ボランティア活動を
したい」からご覧いただけます。

特別養護老人ホーム　きく　（鹿骨3-16-6）
①シーツ交換、リネンの片づけ
　　月・水曜日 9：30～ 11：30
②床清掃、窓拭き、草むしり
　　9：30～ 11：30、14：00～ 15：00頃
③歌、踊り、演奏などの催し物
問合せ　ボランティア担当　筒井、平田
　　電話　03-3677-3030

すぺーす・あい　（障がい者施設、篠崎町2-58-3）
利用者のお話し相手
日中活動支援（散歩、創作活動など）
曜日・時間：月・水・金曜日 12：30～ 14：30
問合せ　小林　電話　03-5636-1755

第6回学生23区清掃活動In江戸川区
学生、社会人を問わず気軽に参加できます
日　時　平成 27年 5月 2日（土）午前 10時～正午
場　所　JR葛西臨海公園駅周辺　※雨天中止
申込み　学生ボランティア企画集団ＮＵＴＳ　荒井
　　　　「cleantokyo23@yahoo.co.jp」あてに、
　　　　5月 1日（金）までにメールで申込み
　　　　（氏名、性別、職業、会場「江戸川区」を記載）

《昨年の最優秀作品》
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2 月 12日（木）東部フレンドホールにおいて、ボランティアセンター

登録の 187 団体を対象とした、団体登録更新説明会と登録団体及び

ボランティアに関心のある方を対象とした、江戸川総合人生大学北野

学長による特別講演「ボランティアの勧め」が催されました。

第一部の登録更新説明会では、登

録更新の手続き、ボランティア保

険の加入案内が行われました。

続いて第二部では、「ボランティアの歴史」「活動の基本条件」「生き

がい・心の豊かさとは」等をわかりやすく、ユーモアを交えて北野

学長よりお話を聞くことができました。

参加者は、ホール満席の 300 名。今後のボランティア活動を勧めて

いくうえで、大きな後押しとなる講演会でした。

5月

6月
7月

9月

10月

11月
2月

第１回手話入門講座（毎週火曜、15回コース）
災害時ボランティア養成初級講座（７日コース）
中央地域まつりに出展
第1回ボランティア入門講座（4日、4科目）
えどがわボランティアフェスティバル（12日）
夏のボランティア体験（夏休み期間）
初心者音訳講座（毎週水曜日、10日コース）
初心者点字講座（毎週金曜日、10日コース）
第2回ボランティア入門講座（4日、4科目）
外国人・障がい者のための災害体験
第2回手話入門講座（毎週土曜、15回コース）
区民まつりに出展
災害時ボランティア養成中級講座（5日コース）
第３回ボランティア入門講座（4日、4科目）
デイジー録音図書製作講座（平日、2日コース）

平 成 2 7 年 度 事 業 紹 介
講座の募集時期など詳細は、センターホームページ及び広報えどがわでお知らせします。

登録団体更新説明会＆北野学長講演会

※江戸川区福祉ボランティア団体協議会の情報コーナーです。

＊7月　えどがわボランティアフェスティバルに「ブース」参加
＊9月　ネットワーク事業「外国人・障がい者のための災害体験」
＊10月　鶴岡市ボランティアとの交流（鶴岡市へ訪問）
＊12月　福祉ボランティア交流会

　その他年間を通じて、被災者の方とつながろう農園での農作業、
茶話会、出前ボランティア体験、研修会等の活動を予定。

江戸川区福祉ボランティア団体協議会　平成27年度事業予定紹介

　研修部会主催の講演会「信頼関係を築くコーチング講座」が２月３日（火）にグリーンパレス
にてプロ・サポーターズ代表の石川りつこさんを講師にお招きし、開催されました。
　コーチングとは相手の自発的な行動を促進させるためのコミュニケーション技術のことです。
　講座は受講者が参加し体験する形式で進められました。
　体験では、話しを聞いてもらう時の相手の表情や態度によって、
話しをする人は不安になり、話しづらくなってしまうことが実感
できましたが、逆に質問をされたり頷いてもらったりすると、新
たな発想が生まれ、考えがよりはっきりするのだと解りました。
　学んだことを実際の活動に活かしていくのは難しいですが、講
座で聞いたことを思い出し、周囲の人と上手く信頼関係を結んで
いけたらと感じました。

「信頼関係を築くコーチング講座」を受講して

中央図書館開催「春のおはなしフェスティバル」に協力します！
　4月29日（祝・水）に中央図書館で「春のおはなしフェスティバル」が行われます。
　当協議会加盟団体の江戸川ボランティアおはなしこばこが加盟している江戸川おはなし
ボランティア連絡会が協力しています。今年で3回目の開催で、時間は12：30～16：00
頃まで。
　幼児向けのおはなし会、パネルシアター、江戸川区の昔ばなしなど小さなお子さんから
大人まで楽しめる内容です。
　その中で当協議会加盟団体の夕やけ小やけ会さんの参加型マジック
ショーや普及推進部会のバルーン作りも依頼があり参加します。
　紙飛行機のとばしっこ競争もやる予定です。
　是非是非見に来てくださ～い！！

北野学長の講演

更新説明会の来場者

昨年のボランティアフェスティ
バル「ブース」参加の様子


