
新しい自分を
発見しませんか?
新しい自分を
発見しませんか? 秋から始まる講座です秋から始まる講座です秋から始まる講座です

　7月9日（日）に行われたボランティアフェスティバルで、
2020年東京パラリンピックの正式競技である「ブラインド
サッカー（5人制サッカー）」が紹介されました。
　ブラインドサッカーとは、全盲の方や弱視の方などが同じ
条件でプレーするために、ゴールキーパー以外のプレーヤー
はアイマスクをしてプレーします。ボールの中には、音の鳴る
鈴が入っていて、その音をたよりにみんなでボールを追って
いくスポーツです。
　当日は、（公財）日本ケアフィット共育機構のスタッフの
みなさんのご協力をいただいてブラインドサッカー及び
ガイドヘルプの体験を行いました。

みなさんも是非ブラインドサッカーを体験してみてください!

2020年パラリンピック競技 ブラインドサッカーが熱い!2020年パラリンピック競技 ブラインドサッカーが熱い!

活動紹介

今年も
やります!!

デイジー録音図書
製作講座

視覚障がい者のために録音
図書をパソコンで編集し、
CDを作成するボランティア
の養成講座です。

20名

区内在住、在勤または
在学で18歳以上の方。
講座終了後ボランティ
ア活動が可能な方

期間・回数対象定員内容講座名

30名

区内在住、在勤または
在学で18歳以上の方。
原則として15回の講座
に休まず参加できる方

10月14日～30年2月3日まで
毎週土曜日　13：30～15：30
全15回
会場：グリーンパレス
10月17日～11月2日まで。
毎週火曜・木曜、及び10月21日（土）
全7回　会場：グリーンパレス
＊中級は、平成30年2月ごろ開催予定です。

9月13日～11月15日まで
毎週水曜日　10：00～12：00
全10回　会場：グリーンパレス
（11月15日のみ　中央図書館）

詳細は決まり次第
お知らせします。

詳細は決まり次第
お知らせします。

25名

30名

20名

区内在住、在勤
または在学で
18歳以上の方。

視覚障がい者のために対面
朗読の技術やデジタル録音
資料作成について学びます。

整理収納のメリットとは何か
を学び、考え、心地よいシン
プルライフを目指す講座です。
講師＝整理収納アドバイザー（1級）

手話入門講座

初心者のための
音訳講座

（仮）
整理収納の極意

災害時ボランティア
養成講座（初級）

一から手話を始めたい方の
講座です。初歩的な技術を
学びます。

災害に対する事前の備えや災
害時の行動、災害ボランティ
アの受け入れなどの知識や技
術を学びます。

この他に、ボランティア入門講座を開催する予定です。開催内容が決まり次第お知らせします。

上記の講座は、募集開始時期や、申し込み方法などが異なります。
詳細は、後日、広報えどがわ、もしくはボランティアセンターホームページにてお知らせしますので、ご覧ください。

30名
日本語を教えるボランティア
活動に必要な初歩的な技術を
学びます。

日本語ボランティア
入門講座

区内在住、在勤または
在学で、18歳以上の方

10月21日～12月9日まで
毎週土曜日　10：00～12：00
全8回
会場：グリーンパレス
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祝祝 第28回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞!!第28回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞!!

『公園ボランティアエコチーム』
　当センター登録団体、公園ボランティアエコチームのみなさんが、
平成29年6月、第28回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を受賞
されました。

　同団体のみなさんは、平成19年
の設立当初から、天候にかかわらず、
区役所本庁舎付近の花壇の手入れを
してくれました。年に数回、花の入
れ替えも行っています。
　本庁舎前からバスに乗降されると
き、少し足を止めて、手入れの行き届いた花壇をご覧ください。

まだ間に合います!! 「夏のボランティア体験」まだ間に合います!! 「夏のボランティア体験」まだ間に合います!! 「夏のボランティア体験」

ボランティア活動に興味がありながらも、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、
皆さんの参加を待ってます。まずは以下の説明会にご参加ください。

説明会日程

説明会会場

活　動　先

費　　　用

①　7月26日（水）　18：30～
②　8月 3日（木）　15：00～
③　8月10日（木）　13：00～

※事前予約不要

ボランティア活動室
（松島1-38-1　グリーンパレス新館1F）
熟年者施設、障がい者（児）施設、保育園
図書館、共育プラザ、すくすくスクールなど

※高校生以下の方は、保護者の同意が必要です。
※施設によって受入れが可能な期間が異なります。概ね8月19日（土）までにはお申し込みください。　
※活動先の一覧は、当センターの窓口で配布している他、ホームページで公開しています。

300円（ボランティア保険料）

みんなで楽しく♪ お祭りボランティア大特集みんなで楽しく♪ お祭りボランティア大特集

活動したい お願いしたい

2017ボランティアフェスティバル大盛況でした2017ボランティアフェスティバル大盛況でした
　7月9日（日）タワーホール船堀で「ボランティア

フェスティバル」が盛大に開催されました。

　今年は、ポスターセッションコーナーの実施や

イベントにご賛同いただける企業を募るなど、

新しい試みを実施しました。

　天候にも恵まれ、延べ4,800名の区民の皆さん

にご来場いただきました。

　参加団体の皆さんをはじめ、高校や専門学校の

学生ボランティアの皆さんのご協力により、大い

に楽しんでいただくことができました。

　ご協力くださった皆さま、イベントを盛り上げてくださった皆さま、ご協賛いただきました企業の

皆さま、本当にありがとうございました。

公園ボランティアエコチームのみなさん

子育て広場での
幼児見守り活動
子育て広場での
幼児見守り活動
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祝 第28回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞!!

まだ間に合います!! 「夏のボランティア体験」まだ間に合います!! 「夏のボランティア体験」

ボランティアさん募集情報
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。

TEL 5662-7671　FAX 3653-0740

みんなで楽しく♪ お祭りボランティア大特集みんなで楽しく♪ お祭りボランティア大特集みんなで楽しく♪ お祭りボランティア大特集

祭りの準備、模擬店、バザーの販売
利用者さんの付き添い、祭り後の片付け
平成29年9月24日（日）　9：30～16：00
一之江あゆみの園（西一之江3-12-13）
動きやすい服装
リュック又はポーチ（貴重品を各自で管理して
もらう為）
男女問わず5名　18歳～65歳ぐらいまで
500円支給
支給
29年8月18日（金）
山脇・西山・保坂　03-5661-5171

第14回　一之江あゆみの園祭り（障がい者施設）
内　容

日　程
場　所
服　装
持ち物

募集人数

締　切

交通費
食　事

連絡先

祭りボランティア、模擬店のお手伝い（ゲーム
コーナー、作業体験、販売など）
平成29年9月3日（日）
9：00～16：00（集合8：45）
江戸川区立さくらの家（小松川3-13-4）
動きやすい服装でお越しください。
男女・年齢問わず20名　
なし
支給
29年8月10日（木）
廣津・石田・伊達
HP www.ikuseikai-tky.or.jp/̃iku-sakuranoie/
03-5836-2033　Fax03-5836-2035

第8回　さくらの家祭り（障がい者施設）
内　容

日　程

場　所
服　装
募集人数

締　切

交通費
食　事

連絡先

利用者さんの付き添い、各コーナーのお手伝い
をしていただきます。
平成29年10月15日（日）
9：00～16：30（集合9：00）
江戸川区立みんなの家（本一色3-38-3）
動きやすい服装（参加して頂ける方には事前に
資料を送ります）
特になし
なし
支給
29年8月25日（金）
岡本・森田　03-5662-3411

第25回　みんなの家まつり（障がい者施設）
内　容

日　程

場　所
服　装

募集人数

締　切

交通費
食　事

連絡先

利用者の方に付きそって頂きながら、希望の家
まつりを楽しんだり各コーナーや模擬店のお手
伝いをしてもらいます。
平成29年10月1日（日）
9：00～16：00（集合8：30）
江戸川区立希望の家（江戸川5-32-6）
動きやすい服装
男女年齢問わず170名　
なし
支給
29年8月31日（木）
大宮・池田・川畑・木下・高田・廣瀬
03-5676-7070

第31回　希望の家まつり（障がい者施設）
内　容

日　程

場　所
服　装
募集人数

締　切

交通費
食　事

連絡先

各種イベントの運営補助（ミニSL、ポニーコー
ナー、ステージ）
平成29年10月15日（日）
9：00～16：00（集合8：50）
小松川事務所入り口（平井4-1-1）
動きやすい服装
男女問わず5名　高校生以上の方
なし
なし
29年9月29日（金）
小松川事務所　地域サービス係　岩澤
03-3683-5183

第39回　小松川平井ふるさとまつり
内　容

日　程

場　所
服　装
募集人数

締　切

交通費
食　事

連絡先

その疑問、ボランティアセンターが解決します。
どうぞご相談ください。

ボランティア活動をしたい方、またはお願いしたい方は、
お気軽にボランティアセンターにご相談ください。

様々な活動をおつなぎして、ご紹介します。

活動したい活動したい お願いしたいお願いしたい

2017ボランティアフェスティバル大盛況でした

子育て広場での
幼児見守り活動

どんな
ボランティア活動が

あるのか
知りたいな。

ボランティアを
お願い

できるのかなぁ?

。

えどがわ
ボランティアセンター

方

瀬

まで

ボランティア団体登録数

（平成29年6月現在）

５月・６月分

ボランティア活動の振興のために有効に使わせて頂きます。

使用済み切手 受領　52件　11.4㎏
登録団体数：201団体　　登録人数：6,012人
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新しい自分を
発見しませんか? 秋から始まる講座です秋から始まる講座です

2020年パラリンピック競技 ブラインドサッカーが熱い!

　この会には現在4才から小学校4年生の子どもたちが15人参加しています。
「なかよくできる子」「やくそくをまもれる子」を目標に、子どもたちが楽しく会
に参加できるようにスタッフ一同力を合わせて取り組んでいます。
　活動日は隔週木曜日で、活動時間は1時間30分です。会費は一か月1,000円
です。5月は地域の「小岩鯉のぼり会」の行事に合わせて手作りの鯉のぼりを
飾っていただきました。季節に合わせて春は「よもぎだんご」を作って食べたり、
秋はりんごやさつまいもの絵を描いたり、2月にはバレンタインチョコを作ったり

しています。
　行事では「母の日」「敬老の日」にプレ
ゼントを作ったり、クリスマスツリーや正月のお飾りなど工夫を凝
らして作っています。これからも子どもたちが地域の人々や自分
の周りにいる人に感謝しながら育っていけるお手伝いをしなが
ら、活動を続けていきたいと思います。
　私たちと一緒に活動してくださるボランティアさんを募集
しています。詳しくは「巡の家かいたりつくったりの会」代表
松本照子（090-5194-8534）までお問い合わせください。

　当協議会はボランティアセンターと共同で「外国
人・障がい者の災害体験」を開催しています。外国人・

障がい者が、普段から防災への意識を高め、また、災害時に自ら身の安
全を守る行動をとれるように様々な体験メニューを用意しています。
　区内在住、在勤の外国人や障がい者の方、この機会に災害の体験を
してみませんか？申し込みは9月上旬から開始する予定です。詳細は広
報えどがわやボランティアセンターのHPに掲載されます。

巡の家かいたりつくったりの会活動紹介活動紹介

外国人と障がい者の災害体験今年も
やります!!
今年も

やります!!

日　時　平成29年9月24日（日）　10：00～15：00
場　所　午前：江戸川消防署、午後：松江第三中学校
対　象　区内在住、在勤の外国人または障がいをお持ちの方
内　容　午前：AED使用法体験、消火訓練、煙体験など
　　　　午後：起震車体験、応急担架作成、交流や避難所の展示など
　※体験の内容は6月末時点の予定ですので、変更となる場合があります。

　今年で40回目を迎える区民まつり。今年もボランティアセンターのテントが出ます。
　「ボランティアをやってみたい!」「どんなグループが活動しているの?」といったいろいろ
な相談はもちろん、点字や手話体験、動物風船コーナーには私たち協議会のボランティア
も参加して、おまつりを盛り上げます。
　秋の一日、区民まつりに遊びに来ませんか?

● 江戸川区民まつりに参加します ●

【
開
催
の
概
要
】

当日は、訓練に参加される方はもちろん、語学ボランティアの方も募集しています。
お手伝いいただける方は、ボランティアセンター（5662-7671）までご一報ください。

じゅん

よもぎだんご作り

小岩鯉のぼり祭

起震車体験の様子

AED使用法体験の様子
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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


