
つながる広場での交流つながる広場での交流 避難シミュレーションゲームに挑戦避難シミュレーションゲームに挑戦

楽器演奏やダンスなどの活動を披露
メインステージメインステージ

日頃の活動内容を展示、紹介
します。熱いハートとエネル
ギーに満ち溢れています。

ブースブース
ボランティアお手製の作品を
展示、販売。掘り出し物に出
会えるかも。

フリーマーケットフリーマーケット

●7月8日（日）　午前10時～午後4時　タワーホール船堀●
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展示ホール展示ホール展示ホール1階1階

学びと体験コーナー学びと体験コーナー3階3階

小ホール・ホワイエ

えどがわボランティアフェスティバル・
ボランティアスタッフ募集中!!

5階5階

　　　　手話、点字、車
いす操作、楽器演奏、玉
すだれ、折り紙、名刺づ
くりなどボランティア活
動の一端に触れる体験が
できます。

　　　　パラリンピック競技の紹介・体験やオリパ
ラ音頭、フォークダンスなどを皆で楽しく踊るコー
ナーも。防災コーナーでは、災害時の避難シミュ
レーションゲームにも挑戦できます。

　中・高校生を中心に、毎年たくさんのボランティア
スタッフが活躍しています。みなさんも参加して、一
緒にイベントを盛り上げませ
んか？

　災害ボランティアなど多くの皆さんが参加して「災害ボ
ランティアセンター運営訓練」が3月21日（祝）、グリーン
パレスで行われました。悪天候のため急きょ室内での開催
となりましたが、江戸川区が大災害に被災し、区内外から
多数のボランティア
が来訪することを想
定して、ボランティア
スタッフがそれぞれ
役割を変えながら訓
練しました。

（2面につづく）

ものづくりコーナーものづくりコーナー4階4階
　　　　フォトフレーム
作りなど様々な工作が体
験できます。ハッピー
ちゃんとの記念撮影、専
門学校生によるメイク・
ネイルのコーナーも。

スタンプ
ラリーに
挑戦

スタンプ
ラリーに
挑戦

スタンプ
ラリーに
挑戦

各フロアのスタン
プを集めると素敵
な景品をプレゼン
ト。みんなチャレ
ンジしてね !

日時：平成30年7月8日（日）
　　　午前9時～午後5時
場所：タワーホール船堀
内容：スタンプラリーの受付・
　　　各コーナーのお手伝い等
対象：中学生以上の方で、スタッフ説明会〔6/16（土）
　　　10時～11時〕に参加できる方
申込：ボランティアセンターへ電話（5662-7671）

災害ボランティアセンター
“運営訓練”を実施しました!!
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　夏休みを利用して「ボランティア体験」をしてみませんか？ボランティア活動に興味はあっても
学校や仕事で時間が取れない、ボランティア活動を始めたいけど、どんなボランティアをしたら
いいかわからない、こういう方にぴったりです。
　区内の熟年者施設・障がい者施設・すくすくスクール・保育園等でボランティア体験ができます。
小学生以上の方ならどなたでも参加できます。この機会にぜひ体験してください。

みを利用して「ボランティア体験」をしてみませんか？ボランティア活動に興味はあっても
仕事で時間が取れない、ボランティア活動を始めたいけど、どんなボランティアをしたら
わからない こういう方にぴったりです

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 ! !

平成30年7月14日（土）～8月31日（金）
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16日（土）午後3時から
ボランティアセンターにて受付

右表のとおり全てグリーンパレスで実
施します。

期　　間

費　　用

申し込み

説 明 会

※　申し込まれる方は必ず説明会にご参加ください。

2018

他にもいろいろな体験があります!!

　子どもと
ふれあい

　子どもと
ふれあい 清掃活動清掃活動

　お年寄りと
　ふれあい
　お年寄りと
　ふれあい

大災害!!! そのときあなたは?
家族は? 地域は? 江戸川区は?
大災害!!! そのときあなたは?
家族は? 地域は? 江戸川区は?
（1面のつづき）

　今回は、「受付」「マッチング」「送り出し」までの流
れにそって訓練し、終了後の意見交換会では、「問
題が発生した時、いかにその場で改善するか、いか
に主体的に動くか」、「地元の地理に詳しいボラン
ティアの力が必要」等の指摘もあり、熱気あふれる
訓練となりました。
　江戸川区が大災害に
被災したときは、江戸
川区社会福祉協議会と
ボランティアセンター
とが協力して「区災害
ボランティアセンター」
の設置、運営を担います。これに備え毎年、災害ボ
ランティアセンターの運営訓練を実施しています。
　訓練には、災害時ボランティアだけでなく、区民

の皆さんどなたで
も参加することが
できます。ボラン
ティアセンターまで、
お気軽にお問合せ
ください。

　障がいのある方から、普段の生活の中で不安や
不自由を感じる場面などを直接話していただき、
車いすの乗降や介助、ガイドヘルプ、手話・点字等
の体験ができる「出前!ボランティア体験」事業を
実施しています。

○学校では　障がい者への理解や住みやすい地域社
会について考えることを目的に、主に総合の時間や人間
と社会、公開授業等の時
間に、ご利用いただいて
います。

○事業所でも　みず
ほ銀行西葛西支店など
民間の事業所の皆さん
にも「おもてなし力」向上
の一環としてこの事業を
ご活用いただいています。

　各学校や町会・自治会、
商店街、事業所の皆様か
らのお申し込みをお待ち
しております。

えどがわボランティアセンター　TEL5662-7671

出前します! 福祉・バリア体験出前します! 福祉・バリア体験
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日程
6月16日
6月22日
6月27日
7月10日
7月14日
7月19日
7月27日
8月  1日
8月  7日

曜日
土
金
水
火
土
木
金
水
火

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
15：00～16：00

会場
高砂・羽衣

集会室405

集会室404
千歳・芙蓉

集会室405

新メンバーの紹介
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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。夏のボランティア体験 ! !夏のボランティア体験 ! !

　子どもと
ふれあい 清掃活動

　お年寄りと
　ふれあい

大災害!!! そのときあなたは?
家族は? 地域は? 江戸川区は?

出前します! 福祉・バリア体験

もぐらの家祭り 未来倶楽部江戸川（介護付有料老人ホーム）
内容…模擬店やミニバザーなどのお手伝い
日時…平成30年7月22日（日）
場所…もぐらの家（障害者支援施設）　江戸川区春江町
　　　3-21-6　都営新宿線「瑞江駅」下車徒歩10分
服装…動きやすいもの　　締切…7月13日（金）
電話…03-3679-0110　担当：大沼・石井

ヒューマンライフケア風鈴の湯（デイサービス）
内容…①フロアでのお茶出し、話し相手
　　　②芸事披露（踊り、歌、手品など）
　　　③指導（書道、生け花など）
日時…①午前9時～午後1時半　②、③午後1時～2

時半の間でご相談ください
住所…江戸川区中央3-23-7　都バス「NTT江戸川

支店前」下車1分　京成バス「文化センター
前」、「菅原橋」下車徒歩5分

電話…03-5661-5709
　　　担当：小松、宮城（ミヤギ）、秋山

パムックデイサービスセンターみずえ倶楽部

介護老人保健施設　東京さくらメディケアセンター

内容…囲碁、将棋、麻雀の相手、お話し相手、手芸、書
道、絵画の指導、お菓子作りの補助やイベント
での演奏。手品、落語やお笑い、大道芸など。

日時…週1回午後1時～3時ぐらいの間
住所…江戸川区篠崎町7-23-5
　　　都営新宿線「篠崎駅」下車徒歩3分
交通費…支給あり、食事は時間帯により支給あり
電話…03-5666-7442　担当：高橋

内容…施設レクリエーション時の演芸や演奏を披露
していただける個人の方、または団体の方

日時…随時（ご相談ください）
住所…江戸川区本一色2-12-6
　　　京成バス「光照寺」下車徒歩7分
その他…地域によっては送迎します（ご相談くださ

い）お茶とお茶菓子を用意します。
電話…03-5663-1301　担当：鞠子（マリコ）

さざんくろす篠崎（知的障がい者通所施設）
内容…利用者の方と一緒に、作業のお手伝いや交流

をしていただきます
日時…随時（ご相談ください）
住所…江戸川区上篠崎町2-4-21
　　　都営新宿線「篠崎駅」下車徒歩10分
交通費…支給なし　　お弁当…支給あり
電話…03-5666-3301　担当：茂野（シゲノ）

介護老人保健施設　めぐみ
内容…シーツ交換やベッド周辺の環境整備、タオル配り

やタオルたたみ、ご利用者の方とのお話し相手
日時…随時（ご相談ください。1日1～2時間程度を

お願いします）
住所…江戸川区東小松川2-7-1
　　　都バス「東小松川一丁目」下車徒歩4分
その他…お茶を支給します
電話…03-5661-3861　担当：芝崎・鈴木

デイサービス　ソラスト船堀
内容…①レクリエーション（折り紙、将棋など）を
　　　　一緒に行ってくださる方。
　　　②各種団体・個人での演芸を披露してくださ
　　　　る方。
日時…月曜から土曜日のご都合の良い日時
住所…江戸川区松江5-12-14　都営新宿線船堀駅下

車徒歩10分　都バス「松江一中」下車3分
その他…上履き持参、スカート不可
電話…03-5678-8031　担当：安藤・松山

内容…書道、水彩画、裁縫や編み物を教えていただ
ける方。歌、踊り、演奏をしてくださる方や
囲碁や将棋の相手や傾聴ボランティアなど

日時…毎日午後2時～3時
住所…江戸川区東篠崎1-11-1
　　　京成バス「内沼」下車徒歩4分
交通費…支給有（上限1,000円）食事支給はなし
電話…03-5664-1705　担当：友野（トモノ）

輝　明生苑しのざき（介護付き有料老人ホーム）
内容…散歩介助、買い出し、演奏などの催し、お話し相手
日時…随時（ご相談ください）
住所…江戸川区篠崎2-46-12
　　　都営新宿線「篠崎駅」下車徒歩10分
電話…03-5636-8800　担当：渡会、白水、森田

体  

験  

紹  

介

4月から、仲間入りしました。一日でも早く皆様の
お役に立てるよう頑張ります。どうぞ、よろしく
お願いします。

村上 泰斉（むらかみ やすなり） 

新メンバーの紹介新メンバーの紹介ボランティアセンター

ボランティア団体登録数

（平成30年5月現在）

登録団体数：205団体　　登録人数：6,334人

３月・４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47件　9.5㎏
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施設での傾聴の様子

会内部での勉強会の様子

つながる広場での交流 避難シミュレーションゲームに挑戦

　私たち傾聴の会は特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、個人宅等に傾聴に伺っています。施設の場
合は、決まった方に月1～2回行う場合とサロンのようなところでグループ傾聴をする場合とがあります。
　最初は「何にも話なんかないよ」と言っていた人でも慣れて来ると、話が止まらなくて1時間があっと
いう間に過ぎてしまうこともたびたびです。施設の職員さんは忙
しくじっくり話を聴いてあげることが出来ないので、私たちの活
動をとても助かると喜んでくれています。利用者さんは話を聴い
てもらうことによって気持ちが落ち着くとのことです。
　個人宅の場合、家族の方が同席してくれる時はいいのですが、
一人暮らしの方の場合は万が一のことも考慮に入れ2人で訪問し
ます。何かあった時1人では対応が難しいということからです。足
や腰が悪くお出かけになれない方も話を聴いて寄り添うことで、
とても喜んで下さいます。
　今、一人暮らしの高齢者がますます増える中で、私たちの活動
はとても意義のあることだと思います。私たちも日々、どうした
ら利用者さんのためになる傾聴が出来るか、臨床心理士の先生
や、ケアマネージャーさんをお招きして勉強しております。入門
講座も毎年開催して参加してくださる方を募っておりますが、傾
聴について勉強はしたいが活動してくれる人はまだまだ少ない
のが現状です。お気持ちのある方はぜひ参加して下さい。

【問合せ先】
　お互いさま傾聴の会　代表　安達　　TEL3676-0901

　「障がいを知ろう」というテーマで「ボランティア入門講座」を開催します。障がいの内容や日常生活
の中での困りごとなどを、障がい者の方自ら講演していただきます。今回は、車いす利用者2名、視覚障
がい者2名と聴覚障がい者2名の計6名の方にお話していただきます。
　また、講演の後は実際に、車いす操作の体験、ガイドヘルプ（視覚障がい者同行支援）や簡単な手話
の体験を行う予定です。
　障がい者理解を深めたい方、福祉ボランティアに興味をお持ちの皆さま、
是非ふるってお申し込みください。

ボランティア入門講座を開講します!!

メインステージ

ブース フリーマーケット

えどがわボランティアフェスティバルえどがわボランティアフェスティバルボランティ
ア

活動の祭典
2018

展示ホール展示ホール1階

学びと体験コーナー3階

5階

ものづくりコーナー4階

スタンプ
ラリーに
挑戦

活動紹介活動紹介 お互いさま傾聴の会 ～施設、個人宅などで傾聴活動～

障害を
知ろう

●日時：6月9日（土）13時30分～15時30分
●会場：グリーンパレス2階　高砂・羽衣（松島1-38-1）
●費用：無料
●内容：様々な障がい（肢体不自由、視覚、聴覚）について知ることや、
　　　　障がい者への手助け方法を学ぶことで、障がい者への理解を深める。
●申込み先：えどがわボランティアセンター　TEL：5662-7671
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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


