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助け合い

回覧・掲示用

ボランティア通信

駆けつけたボランティアを受付・登録駆けつけたボランティアを受付・登録

マッチングの様子マッチングの様子

職員とボランティアで動きを確認職員とボランティアで動きを確認

　ボランティアの方々に力を発揮してもらうには、災害時のボランティア活動に
ついての理解を深めておくことが大切です。
　当センターでは「災害時ボランティア養成講座」を開催しています。まち歩きや
避難所運営、災害ボランティアの受け入れなどについて学びます。次回は10月に
開催します。ぜひあなたも受講してください。

　江戸川区が大規模地震に被災したとの想定で3月23日、
「江戸川区災害ボランティアセンター」の運営訓練を行い
ました。
　当日は、江戸川区社会福祉協議会とえどがわボラン
ティアセンターの職員の他、センターに登録したボラン
ティアスタッフなど約60人が参加し、災害ボランティアの
受付から送り出しまでを実際に行ってその流れを確認し、
センターの円滑な運営のあり方を探りました。

区災害ボランティアセンター運営訓練を実施!区災害ボランティアセンター運営訓練を実施!

◉災害ボランティアセンターの役割
　被災地では、被災者への支援を通したまちの復旧・復

興にボランティアの力が大きな役割を果たして
います。
　区災害ボランティアセンターは、区内外から駆
けつけてくださるボランティアを受入れ、被災さ
れた皆さんの困りごと（ニーズ）を把握し、支援
者と被災者をつなぐことを通して被災者支援を
行うために設置されます。

◉災害が起きる前にできること

災害ボランティアセンターのながれ災害ボランティアセンターのながれ

ニーズとボランティアのマッチング

活動内容の説明 送 り 出 し

現場での
支援活動

ボランティア
受付登録

被災現場からの困りごと
（ニーズ）の受付

“ボランティアの力”を被災者支援につなげるために“ボランティアの力”を被災者支援につなげるために

7月9日（日）　午前10時～午後4時　タワーホール船堀

どなたでも楽しめる催しが満載!! ボランティア活動への1歩を踏み出してみませんか。
ブース・メインステージ・フリーマーケット

ブースでは、様々なボランティア団体が日頃の活動をパネル等で紹介します。
メインステージでは、楽器演奏や踊りなど日頃の活動を披露し、会場を盛り上げ
ます。フリーマーケットでは、ボランティアの方の手作り品などを販売します。

ボランティア団体の活動を
実際に体験できるコーナー
です。ストラップや名刺づく
り、楽器演奏、点字・手話体
験など盛りだくさん！体験
を通してボランティアへの
理解を深めてみませんか。

１日を通して、ダンスやパラリン
ピック競技（ブラインドサッ
カー）の紹介・体験コーナーを開
催します。ホワイエでは、防災
コーナーを今年も開催します。

あなただけのオリジナル記念品を作ってみよう！作ったら
ハッピィちゃんと一緒に写真撮影ができます！また、当日

の会場全体で
スタンプラリー
を実施します。
見事ゴールする
とすてきな景品
をプレゼント！

当センターでは「災害時ボランティア養成講座」を開催しています。まち歩きや
避難所運営、災害ボランティアの受け入れなどについて学びます。次回は10月に
開催します。ぜひあなたも受講してください。

7月9日（日）　午前10時～午後4時　タワーホール船堀月9日（日） 午前10時 午後4時 タワ ホ ル船7月9日（日） 午前10時 午後4時 タワ ホ ル7月9日（日）　午前10時～午後4時　タワーホール船堀

でも楽しめる催しが満載!! ボランティア活動への1歩を踏み出してみませんか。

2017 えどがわボランティアフェスティバル2017 えどがわボランティアフェスティバル2017 えどがわボランティアフェスティバル

展示ホール展示ホール展示ホール展示ホール1階1階

小ホール小ホール小ホール小ホール5階5階

学びと体験コーナー学びと体験コーナー学びと体験コーナー学びと体験コーナー3階3階

ものづくりコーナーものづくりコーナーものづくりコーナーものづくりコーナー4階4階
● フリーマーケット ●● ブース ● ● メインステージ ●

みんな
遊びに
来て
  ね！！

車いす体験の様子 手話体験の様子 点字体験の様子

傾聴入門講座

ご利用ください

活動紹介

屋内外の片づけ、物資の仕分け、避難
所での炊き出し、保育育児支援他さま
ざまな活動が想定されます。

学校以外にも町会、商店街、企業、その他
団体様からのお申し込みも大歓迎です。
お申し込みは ボランティアセンター まで

TEL：03-5662-7671

年に一
度の

一大イベ
ント！！
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日程
6月17日
6月23日
6月28日
7月  4日
7月15日
7月20日
7月26日
8月  3日

曜日
土
金
水
火
土
木
水
木

時間
13:00～14:00
18:30～19:30
18:30～19:30
18:30～19:30
15:00～16:00
15:00～16:00
18:30～19:30
15:00～16:00

会場（※1）
千歳・芙蓉

ボランティア
活動室

千歳・芙蓉

ボランティア
活動室

　ボランティア活動に興味はあっても、普段は学校や仕事で時間が取れない方、ボランティア
活動を始めたいと思っていても、どんなボランティアをしたらいいか迷っている皆さん、夏休み
を利用して「ボランティア体験」をしてみませんか？
　区内の熟年者施設・障害者施設・すくすくスクール・保育園等で体験ができます。是非この
機会に体験してください。

● ボランティアセンターのボランティア ●

例えばこんな活動が体験できます

　3月30日（木）、東京都トラック協会江戸川支部
より使用済み切手約3kgを受領しました。
　同支部の女性部が中心となって、会員企業など
に呼びかけて集
めていただいた
ものです。
　ボランティア
活動に役立てて
欲しいとの思い
を大切にしたい
と思います。

　東京江戸川南ライオンズクラブの50周年記念事業
として、ボランティアセンターに対して軽自動車の寄
附があり、4月2日（日）の新川さくらまつりの会場で
お披露目されました。
　寄附していただいた車両は、小中学校での出前ボラ
ンティア講座など
ボランティア活動
のより一層の推進
のために利用させ
ていただきます。
　このたびのライ
オンズクラブのご
厚意を真摯に受け
止め、さらなる活
動の充実につなげ
ていきたいと思い
ます。

東京江戸川南ライオンズクラブ
より自動車の寄附が
ありました！

東京都トラック協会江戸川支部より

わボランティアセンターだより 第   

ボランティア活動に興味はあっても、普段は学校や仕事で時間が取れない方、ボランティア
活動を始めたいと思っていても、どんなボランティアをしたらいいか迷っている皆さん、夏休み
を利を利用し用して「て「ボラボランテンテ アィア体験体験」を」をしてしてみまみませんせんか？か？

夏のボランティア体験夏のボランティア体験夏のボランティア体験

● お年寄りとふれあったり、サポートする活動

● 障がいのある方と交流したり、サポートする活動

● 子どもたちとふれあいながら成長を見守る活動

● 環境、自然、みどりなどを守り育てる活動　など

平成29年7月15日（土）～8月31日（木）
この期間で、1日から1週間程度の活動

300円（ボランティア保険料）

6月17日（土）午後3時から
ボランティアセンターにて受付

右表のとおり実施します。

活動期間

費　　用

申し込み

事前説明会

※1　会場は全てグリーンパレス （松島1-38-1） 内です。
※2　事前申し込みは不要ですので、直接会場へお越し

ください。

3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg

● 特別養護老人ホームでのボランティア ●

● 障がい者施設でのボランティア ●

TEL 5662-7671

　4月より新設された事務局長を務めます。皆様の
様々なボランティア活動に少しでもお役に立てる
ように、微力ですが尽くしてまいります。今後とも
よろしくお願いします。

　年齢は重ねておりますが、見るもの聞くもの初
めてのことばかりです。一日も早く仕事を覚え、皆
様方にお会いできることを楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いします。

吉田和善　事務局長

ボランティアセンターの
新しいメンバーを紹介します
ボランティアセンターの
新しいメンバーを紹介します

茅野 たみ子
かや  の
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● ボランティアセンターのボランティア ●● ボランティアセンターのボランティア ●

7月21日（金）9：30～概ね12：00まで
宛名シールに記載されている部数を指定
の封筒に入れていただく、簡単な作業です。
ボランティアセンター　活動室（グリーン
パレス内）
ボランティア保険にご加入して頂くため、
事前にお問い合わせの上、ご来所をお願
いします。（1、2共通）
お気軽にお問合せ下さい。
ご連絡お待ちしております。

ボランティア募集情報

小岩ホーム
内 容

連絡先

内 容

連絡先

内 容

連絡先

内 容

連絡先

内 容

連絡先

申 込

日 時

場 所

奇数月（7月、9月、11月、平成30年1月、3
月）の第4火曜日に、ボランティアセン
ター（グリーンパレス内）から下記の町会、
自治会にセンターだよりを届ける。
小松川・平井・上一色・本一色・鹿骨・
春江町など（詳しい地域はお問い合わせ
ください）

内 容

募 集
地 域

わとなーる （鹿骨1-3-8）

（江戸川1-46）

（鹿骨3-16-6）

（江戸川5-4-2）

リバーサイドグリーン
養護老人ホーム　江東園

き　く

古川親水苑

江戸川光照苑 （北小岩5-7-2）

（南小岩5-11-10）

内 容

連絡先

内 容
連絡先

内 容

連絡先

居室内清掃、シーツ交換、洗面台清掃、入居
者の話し相手、レクリエーション補助、折り紙
や手芸、貼り絵等のお手伝い、食器洗いなど
03-5667-1211
担当:井上

シーツ交換、窓ふき、草むしり、床清掃、歌、
踊り、演奏など
03-3677-3030
担当:平田

洗濯、リネン交換、掃除、話し相手・傾聴、食
事の配膳・下膳などのお手伝いや編み物な
ど、得意な分野を活かしたボランティア活動
03-3677-4611
担当：コーディネーター　小野

ホームでの話し相手、外出介助、清掃など
デイサービスでのレクリエーション補助など
03-6804-8722
担当：坂本

瑞江特別養護老人ホーム（瑞江1-3-12）
理容、洗濯物整理、シーツ交換、お話し相手
03-3679-3759
担当：秋田・田島

江戸川さくらの杜 （東小松川1-5-4）

レクリエーション活動のお手伝い、利用者
のお話し相手
03-5607-3366
担当：宝田（たからだ）

見守り、外出支援、レクリェーション補助、
お話し相手、清掃、下膳、シーツ交換
03-5694-0101
担当：山中

特養棟➡リネン交換（シーツ交換）、手芸、
入浴後のドライヤー
デイサービス➡生け花、フラワーアレンジ
メント、手芸、おやつ作りなど、趣味や特技
を活かしたもの
03-5668-0051
担当：月岡・小倉・渡辺・横田・野沢（ボラン
        ティア担当）

夏のボランティア体験夏のボランティア体験

センターだより封入ボランティア21

ボランティア団体登録数

（平成29年4月末日現在）
登録団体数：199団体　　登録人数：6,100人

3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg3月・4月分　使用済み切手の受領　57件　19.5kg

センターだより配布ボランティア

内 容
日 時
場 所
服 装
締 切
連絡先

もぐら祭り （春江町3-21-6）

模擬店やミニバザーなどの手伝い
平成29年7月23日（日）
もぐらの家（障がい者施設）
動きやすいもの
7月14日（金）
もぐらの家　TEL 3679-0110

● 特別養護老人ホームでのボランティア ●● 特別養護老人ホームでのボランティア ●

● 障がい者施設でのボランティア ●● 障がい者施設でのボランティア ●

ボランティア募集情報の詳細は、各施設の担当者
まで直接お問い合わせください。

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

TEL 5662-7671　FAX 3653-0740

TEL 5662-7671TEL 5662-7671

内 容

ボランティアセンターの
新しいメンバーを紹介します
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※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。

ボランティア通信ボランティア通信　「やまびこ」コーナー
※江戸川区福祉ボランティア

ボランティア通信　「やまびこ」コーナー
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駆けつけたボランティアを受付・登録

マッチングの様子

職員とボランティアで動きを確認

区災害ボランティアセンター運営訓練を実施!

災害ボランティアセンターのながれ

“ボランティアの力”を被災者支援につなげるために

2017 えどがわボランティアフェスティバル2017 えどがわボランティアフェスティバル

展示ホール展示ホール1階

小ホール小ホール5階

学びと体験コーナー学びと体験コーナー3階

ものづくりコーナーものづくりコーナー4階

　当協議会では、ボランティアセンターとの協働で「出前！ボランティア体験」事業を実施しています。この事業
は、講師役の福祉ボランティアと障がい者とがチームを組んで小中学校や高校、PTA、地域の諸団体に出向き、車
いすの乗り降りやガイドヘルプの体験、手話及び点字の体験や講話を通じて、視覚・聴覚・肢体に障がいのある
方々への理解を深めていただくとともに、誰もが住みやすい地域社会について考えていただくものです。
　特に「見えない世界」や「聞こえない世界」のこと、「車いすでの生活」等については、障がい者自らが、日常生活
で「気づいてほしいこと」、「困っていること」、「手伝ってほしいこと」を直接、具体的に説明します。

　区内の外国人、障がい者とその支援者を対象に、日頃から防災意識を持てるよう当協議会と
ボランティアセンターの共催で行います。起震車や煙ハウス、AEDの体験を予定しています。
ぜひ体験してみませんか。

　当協議会は、加盟団体の活動を広く皆様に知っていただきたく、今年もブース出展することと
なりました。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

　みなさま、“傾聴”ってご存知ですか？誰にでも優しく、親身になって
お話を聴くことは、とても難しいことです。傾聴を通じて、お話される
皆さんの気持ちが楽になって頂くことが会の喜びです。今はひと月に
40件以上のご依頼があり、区内の特別養護老人ホームや老人保健施設、
個人宅などへ傾聴の活動に伺っています。
　また、会員は会指定の講座を受けるとともに毎月の定例会でも勉強
を重ね、スキルアップに努めています。この度、当会ではこれから傾聴
を始めたい方や興味がある方向けに、以下のとおり講座を開催いたし
ます。臨床心理士の先生方を講師としてお招きして行いますので、傾聴
に興味がある方は是非お申し込み、お問い合わせください。

スキルアップ研修会の様子（巡の家）

車いす体験の様子車いす体験の様子 手話体験の様子手話体験の様子 点字体験の様子点字体験の様子

平成28年度の実績

7月9日（日）えどがわボランティアフェスティバルへ参加

「外国人と障がい者の災害体験」を9月24日（日）に開催します。

傾聴入門講座傾聴入門講座

『出前！ ボランティア体験』ご利用くださいご利用ください

お互いさま傾聴の会活動紹介活動紹介

●小学校　31校　参加者 3,586名
●中学校 　7校　参加者 1,361名

●高　校 　4校　参加者 　925名
●その他 4団体　参加者 　160名

総勢 6,032名が体験されました

●日程：8月10日（木） 9時～12時、 8月19日（土）～9月23日（土） 14時～16時
（8月19日以降は毎週土曜の全7回）

●場所：巡の家（江戸川区南小岩5－13－7）　　●費用：5,000円　　●定員：18名（先着順）
●お申込み・お問い合わせ先：お互いさま傾聴の会　会長　安達義勝　TEL080-6648-6622

学校以外にも町会、商店街、企業、その他
団体様からのお申し込みも大歓迎です。
お申し込みは ボランティアセンター まで

TEL：03-5662-7671
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