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活動紹介

が“笑い”を届けますが“笑い”を届けますボランティアが“笑い”を届けます
～大入りです「圓藏亭落語会」～～大入りです「圓藏亭落語会」～

　落語文化の発信を目的に、八代目橘家圓藏師匠が晩年を過
ごした邸宅が記念館として一般公開されています。ここで開
かれているイベントでもボランティアが大活躍しています。

　毎月第2、第4日曜日、アマチュア落語家が様々なネタを披
露するこの落語会。ボランティアによる落語の熱演が好評を
得て毎回多くの来場者で賑わっています。芸達者が揃い、開
催を楽しみにしている常連さんも増えています。

ひらい圓藏亭

圓藏亭落語会

　ここで演じるボランティア団体の一つ、江戸川
落語研究会は、平成24年11月、東日本大震災被災者支援のためにチャリ
ティー落語会を開催したのをきっかけに発足。その後、区内の施設で月一
回の落語会を続け、今では毎週のように、複数の熟年者施設等に“笑い”
を届けるボランティア活動を実践しています。
　活動は仕事が休みの土・日・祝日。「毎週引っ張りだこの忙しさですが、
お声をかけていただいて、日程が合えばどこにでも訪問します」と会長の
長嵜さんは意欲満々です。
　＜江戸川落語研究会＞　長嵜一篤　☎090-2400-7853

“江戸川落語研究会”

　イベントでは、おはなしボランティアの方々や江戸川落
語勉強会なども熱演。毎月たくさんのイベントが予定され
ています。皆さんもぜひ一度お訪ねください。

盛りだくさん！圓藏亭のイベント

～年に1度の一大イベント　みなさん一緒に楽しみましょう～

語勉強会なども熱演。毎月たくさんのイベントが予定され
ています。皆さんもぜひ一度お訪ねください。

～年に1度の一大イベント　みなさん一緒に楽しみましょう～

今年もボランティアフェスティバル開催します今年もボランティアフェスティバル開催します今年もボランティアフェスティバル開催します

開催日時　平成 30年 7月 8日（日曜日）　午前 10時～午後 4時
会　　場　タワーホール船堀
募集内容　展示やステージによる活動紹介等
　　　　　※詳しくは 2月下旬にホームページでお知らせします。
参加要件　①区内で活動しているボランティア団体
　　　　　②フェスティバルの趣旨に賛同し、他団体と協働してフェスティ
　　　　　　バルを盛り上げて頂ける団体
申　　込　募集要項、参加申込書は、2月下旬から配布

ここでもボランティアここでもボランティア

＜2月のイベント＞
　3日（土）14：00　圓藏亭昔語り
　8日（木）13：00　ビデオ落語会「スクリーンでみる落語名演」
11日（日）13：30　第拾四回「圓藏亭落語会」
17日（土）13：30　「はっぴいかみしばい」
18日（日）14：00　落語よもやま話「三くだり半のホンネとタテマエ」
23日（金）15：30　「子どもむけおはなし会」
25日（日）13：30　第拾五回「圓藏亭落語会」

「布絵の会」の活動を取材!!
～クリスマスオーナメント作りを見学～

ひらい圓藏亭ひらい圓藏亭
☎5626-3242

会館時間：木～日曜日
10：00～16：00
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福祉ボランティア
入門講座

おはなしボランティア
入門講座
出前講座
ボランティア入門

はじめての傾聴

車いす体験・視覚障がい者支援
体験をし、活動経験者の体験談
を聞きます。

1月22日（月）から
電話で受付中

2月2日（金）9時
から電話で受付

ボランティアセンター
ホームページ・
広報えどがわ

でお知らせします

2月10日（土）
13：30～15：30

2月21日（水）
13：30～15：30

3月6日（火）
（予定）

3月15日（木）
午後（予定）

おはなし会での技術を学びます グリーンパレス

グリーンパレス

イオン葛西店4階

グリーンパレス

車いす・視覚障がい体験
ボッチャ体験　他

お話し相手ボランティアに必要
な傾聴の基礎を学びます

ボランティア入門講座ボランティア入門講座 　これからボランティアを始めたい方に最適な
講座です。時間に余裕ができたから何かしよう

　か、何か人のためになることをしたい、こんなことをお考えの方はぜひこの講座に参加してください。

　講座の詳しい内容につきましては、ボランティアセンターホームページをご覧いただくか、ボランティアセンター
までお問合せください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えどがわボランティアセンター　☎（5662）7671

講　座　名 内　　　容 日　時 会　場 備　考

「デイジー録音図書製作講座」の募集が始まります「デイジー録音図書製作講座」の募集が始まります
　視覚障がい者の読書環境向上のために、録音された音声データをパソコンで編集して、CDを
作成するボランティアの養成講座です。パソコンがあればご自宅でできるボランティアです。

　えどがわボランティアセンターでは、江戸川区が大規模
災害に被災したとき、江戸川区社会福祉協議会とともに「災
害ボランティアセンター」を立ち上げ、区内外から駆けつ
けてくださるボランティアと支援を必要とする被災者を結
び付ける役割を担います。
　災害ボランティアセンターの運営には、地域の実情をご
存知の方たちの力がぜひとも必要です。
　前回はボランティアセンターに登録する「災害時ボラン
ティア」のみなさんとともに実施しましたが、今回はより
多くの区民のみなさんに
避難者役などの役割で
訓練に参加していただく
予定です。
•開催予定
　3月21日（水・祝）
•会場　グリーンパレス

及び東小松川公園
　問い合わせは、ボラ
ンティアセンターへ。

災害ボランティアセンター運営訓練災害ボランティアセンター運営訓練
あなたも参加を　!あなたも参加を　!

ボランティア保険には
期限があります。
ボランティア保険には
期限があります。

　ボランティア保険とは?
①ボランティア活動中の事故により、本人がケガ
をした

②他人に対して損害を与えた事により、損害賠償
問題が生じた

①②の場合を補償する保険です。
　現在加入の保険は、30年3月31日で保険期間が
終了します。平成30年度のボランティア保険の加
入手続きは3月7日（水）より受付します。4月1日
から保険を有効にするには3月中の加入が必要で
す。当ボランティアセンターで早めに手続きをし
てください。

日　時：3月6日（火）7（水）の2日間の講座です。
　　　　《前日の5日（月）の13時30分に講座で使用

するパソコンとテキスト代800円を中央図
書館にご持参ください》

時　間：午前10時～午後4時
会　場：中央図書館（4階講習室）

注
意

対　象：18歳以上で講習会終了後にボランティアと
して活動が可能な方。ウインドウズ7（OS）
以降のノートパソコンをお持ちの方。

費　用：800円（テキスト代）
申　込：2月2日（金）9時から、えどがわボランティア

センター（☎5662-7671）で電話で受付。

昨年度の訓練の様子（東小松川公園）

１１月・１２月分

ボランティアの振興に有効に使わせて頂きます。

使用済み切手　　　受領72件　　　19.6kg
寄付　鶴岡地区物産協同組合様　10,000円

えどがわボランティアセンターだより 第    30    号
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TEL:03-5662-7671　ＦＡＸ:03-3653-0740ボランティア募集情報
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。

もぐらの家
（障がい者支援施設）

内容…館内のお掃除、利用者の方の軽作業（小物作りや
古紙の仕分け等）のお手伝い、利用者の方とのお
散歩や温水プールの付き添い

　　　年に4回発行の「もぐら通信」づくりなど
日時…随時（ご相談ください）
住所…江戸川区春江町3-21-6
　　　都営新宿線　瑞江駅下車　徒歩10分
電話…03-3679-0110　担当：鈴木

一之江あゆみの園
（障がい者支援施設）

内容…知的障がいを持つ利用者の方の散歩の付き添い、
　　　お話し相手、作業の手伝い（資格は不要）他、あ

ゆみの園まつり、クリスマス会など行事のお手伝
いなど

日時…随時（短期、長期問わず、応相談）
住所…江戸川区西一之江3-12-13
　　　都営新宿線　一之江駅下車　徒歩12分
電話…03-5661-5171　担当：吉野・石川

江戸川菜の花会　るーぷ
（就労継続支援B型）

内容…利用者の方との交流や軽作業のお手伝いなど
日時…随時（ご相談ください）
住所…江戸川区春江町4-18-15　インスコート1階
　　　都営新宿線　一之江駅下車　徒歩10分
食事等…食事代500円支給
電話…03-5879-9288　担当：小林

地域活動支援センターはるえ野
（障がい者自立支援施設）

内容…パソコン、ヨガ、ウォーキング、季節のイベント
等の補助

日時…月・火・木・金の午後1時～3時
住所…江戸川区春江町2-41-8
　　　都営新宿線　瑞江駅　下車15分　または京成バス

「春江中学校」下車　徒歩1分
電話…03-5664-6070　担当：塚本

悠楽里えどがわグリーンパーク
（介護付き有料老人ホーム）

内容…ご入居者へのお習字指導、傾聴ボランティアや見
守り、ピアノを演奏して一緒に歌を唄ってくださ
る方。囲碁や将棋の相手

日時…月に2～4回程度　午前10時～午後4時までの間、
ご都合のよい時間を相談可

住所…江戸川区中央1-21-11
　　　JR新小岩駅　徒歩17分
電話…03-5661-2511　担当：藤井・矢越（やごし）杜の癒しハウスひらい

（介護付き有料老人ホーム）
内容…施設内のお掃除、シーツ交換、レクリエーション

のお手伝いやお話し相手をしてくださる方
日時…随時（ご相談ください）動きやすい服装でお越し

下さい。エプロンと上履きをご持参下さい
住所…江戸川区平井3-17-13　JR平井駅下車　徒歩5分
電話…03-5627-3500　担当：堀内

みなみ中央ケアセンター
（短期・通所・居宅介護支援）

内容…フロア清掃、ベッドメーキング、イベント支援、
　　　補助、デイサービス補助、傾聴ボランティア、書

道やフラワーアレンジメントの指導、ダンスや演
奏をしてくださる方

日時…随時（ご相談ください）
住所…江戸川区中央2-8-18
　　　都バス　江戸川区役所前下車　徒歩10分
電話…03-5663-0373　担当：斉藤

あおぞらの里　小松川デイサービス
（デイサービスセンター）

内容…施設内でのお掃除。イベントやレクリエーション
の補助。利用者の方のお話し相手など

日時…随時（ご相談ください）動きやすい服装や靴でお
越しください。アクセサリーは不可

住所…江戸川区小松川4-94　JR平井駅　徒歩13分　ま
たは都バス小松川三丁目下車徒歩2分

電話…03-5609-7066　担当：仲眞（なかま）

食事支援ボランティア
内容…食事の支援が必要な家庭に出向き、買物、調理、

片づけまでを行います。
報酬…1時間　1,250円（1回につき2～3時間）
資格…登録する際、研修の受講が必要です
場所…希望エリアや曜日などは研修後の面談で決定します。
問合せ…子ども家庭部児童女性課援護係
　　　　（区役所本庁2階4番窓口）
電話…03-5662-5039

第10回記念ふれあいみみまつりボランティア
内容…ろう者（耳の聞こえない方）の方が集うイベント

で警備や会場整理をお願いします。
日時…平成30年2月25日（日曜日）
　　　午前10時～午後4時30分まで（応相談）
募集人数…10名
場所…東部区民館（江戸川区東瑞江1-17-1）
　　　都営新宿線　瑞江駅　徒歩5分
主催…一般社団法人江戸川ろう者協会
電話…03-6661-3004　担当：橋本

癒しの里西小松川
（特別養護老人ホーム）

内容…レクリエーションのお手伝いやお話し相手
　　　イベント等で慰問をしてくださる方
日時…随時（ご相談ください）動きやすい服装でお越し

ください。上履きをご持参ください
住所…江戸川区西小松川町1-21
　　　都バス　東小松川二丁目下車　徒歩8分
電話…03-3654-7650　担当：田代・島田

ボランティア入門講座

「デイジー録音図書製作講座」の募集が始まります

災害ボランティアセンター運営訓練
あなたも参加を　!

ボランティア保険には
期限があります。

ボランティア団体登録数

（平成30年1月現在）
登録団体数：203団体　　登録人数：6,276人

えどがわボランティアセンターだより 第    30    号
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活動紹介活動紹介

3月6日（火）　出前ボランティア入門講座
（イオン葛西店4階イベントスペース）

が“笑い”を届けますが“笑い”を届けます
～大入りです「圓藏亭落語会」～

今年もボランティアフェスティバル開催します今年もボランティアフェスティバル開催します

ここでもボランティア

音訳百舌の会
も　　ず

　音訳百舌の会（会員39名）は、区内の視覚に障害をお持ちの方々
を支援しているボランティア団体です。
　主な活動は、月に2回「広報えどがわ」を音訳してCDの形でお届
けしています。その他にも図書、定期発行雑誌の音訳や対面朗読、
読み聞かせなどの活動も行っています。
　音訳とは、目に見える情報を音声にして伝えることをいいます。
文章だけでなく、図表やグラフ、写真等もわかりやすく伝えるため、
一定の技術が要求されます。そのため、毎月定期的に外部講師を招
いて、勉強会を続けています。
　一見、難しいボランティア活動をしている団体と思われがちです
が、入会間もない会員も多く、楽しい雰囲気の中で無理なく活動を
しています。
　我々と一緒に活動していただける方を募集していますので、是非、
中央図書館で行っている「広報えどがわ」の録音作業や、勉強会な
どを見学にいらしてください。
　見学等をご希望の場合は、ボランティアセンター（TEL　5662-
7671）まで。

（公財）車両競技公益資金記念財団の助成金により、デジタル録音機
DR-1（マイク、ヘッドホン付属）を購入することができ、一層活動の
幅が拡がりました。

「布絵の会」の活動を取材!!「布絵の会」の活動を取材!!
ぬの　え

～クリスマスオーナメント作りを見学～～クリスマスオーナメント作りを見学～

　布絵の会は、18年前に「布の絵本講習会」の参加者が集まって始
めたボランティア団体です。普段はグリーンパレス、清新町のボラン
ティア活動室で月1回ずつ集まっています。布絵本、季節の壁掛け、
おもちゃなどを手作りし、保育園、図書館、共育プラザなどに寄贈
する活動をしています。
　昨年11月、上一色コミュニティセンターでクリスマスオーナメント作りが行われました。参加した子供は約20
名で、中にはこのイベントに4年間続けて参加している子もいたとのこと。ここで講師を務めていたのは布絵の会
の皆さんでした。参加された子は悪戦苦闘しながらも、会員のサポートを受けながら一針一針フェルトでサンタ
さんを縫い上げていました。
　このオーナメント作りを見学させていただいて、会員みんなが好きな手芸を通して、子どもたちが喜ぶ作品を
提供したり、子どもたちとふれあい、縫い物の楽しさを知ってもらう活動をされていて、楽しくとてもやりあいの
ある素晴らしい活動だと強く感じました。

　車いすの乗り降りやガイドヘルプの方法、簡単な手話、点字の体験や、肢体不自由、視覚、聴
覚への障がいを抱えている方々が生活の中で困っている点、助けてほしい場面などをわかりやす
く説明します。福祉ボランティアに興味がある方、これからボランティアを始めたい方など是非
お越しください。詳細は、ボランティアセンターホームページや広報えどがわでお知らせします。

ひらい圓藏亭
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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

「広報えどがわ」録音作業の様子「広報えどがわ」録音作業の様子

「広報えどがわ」録音打合せの様子「広報えどがわ」録音打合せの様子

布絵本の材料（布絵の会作成）
▼

▲
体験者が作成
したサンタの
オーナメント

「宿屋の富」を
演じる会長の
三崎家桜の輔
こと長嵜さん


