平成 21 年 8 月発行：江戸川区ボランティアセンター
利用時間：月〜土曜 8 時 30 分〜 17 時 15 分（日曜、祝休日、年末年始は休み）
〒 132-0031 江戸川区松島 1−38−1 グリーンパレス 1 階
電話：03-5662-7671 FAX：03-3653-0740
E-mail：edo-vc@city.edogawa.tokyo.jp
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区内の様々な施設・団体が、ボランティアの方を募集しています。今回は「障
害のある方とふれあったり、サポートする活動」の募集情報中心のご紹介
です。
活動していただける方は、それぞれの担当者までご連絡ください。

小岩地区

東部・鹿骨地区

江戸川区立 福祉作業所

江戸川区立

【内

容】知的障害者及び身体障害者（肢体
不自由）の方が利用する作業所で
す。簡易作業のお手伝いが中心
です。
【日 時】随時（ご相談ください）
【住 所】江戸川区西小岩 3-25-15
【交 通】ＪＲ小岩駅下車 徒歩 10 分
【連絡先】3657-1971 ボランティア担当

【内

容】障害をお持ちの方の話し相手
（午前 9 時 30 分〜 10 時 30 分
午後 2 時〜 3 時）
散歩等、日中活動への参加
（午前 10 時 30 分〜 11 時 30 分
午後 1 時〜 2 時）
【日 時】月曜〜金曜（時間は上記）
月１回、１時間でも結構です
【住 所】江戸川区西篠崎 2-18-22
【交 通】都営新宿線篠崎駅下車
徒歩 15 分
【連絡先】3676-3391 ボランティア担当

中央地区
江戸川区立

虹の家

みんなの家

【内 容】作業・散歩等、日常活動の補助
【日 時】随時（ご相談ください）
【住 所】江戸川区本一色 3-38-3
【交 通】都バス 菅原橋バス停下車
徒歩 5 分
【連絡先】5662-3411 ボランティア担当

葛西・船堀地区
江戸川区立

障害者支援ハウス

【内 容】知的障害者と身体障害者の方を対
象とした日中活動の補助（パソコ
ン・レクリエーション・パンやケー
キづくり・木工や手芸、音楽ピアノ
伴奏等）
【日 時】週 1・2 回（応相談）
午前 10 時〜午後 3 時
【住 所】江戸川区中葛西 2-11-8
【交 通】東西線葛西駅下車 徒歩 15 分
【連絡先】5667-1338 中村
（東京都知的障害者育成会）

平井・小松川地区
精神障害者地域共同作業所

悠遊舎えどがわ
【内 容】利用者の方との交流
【日 時】随時（ご相談ください）
【住 所】江戸川区平井 1-9-6
大徳ビル１階
【交 通】JR 平井駅下車 徒歩 15 分
【連絡先】5626-2998 ボランティア担当

ボランティアセンターホームページ
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/bunya/bunkachiiki/volunteercenter/index.html
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ボランティアフェスティバル（7 月 12 日）
ポスターで 優秀賞をもらいました。
区長さんを囲んで……ハイ ポーズ !!

若い力を発揮した足立東高校・深川高校・
篠崎高校の

みなさ〜〜ん！
ボランティアお疲れ様でした。

夏のボランティア体験
「在宅福祉グループ」の配食サービスに高校 3 年生の
女子 2 名が参加し、大先輩達に囲まれて料理に奮戦し
ていました。出来上がった料理を目の前に、皆さんと
一緒に「いただきまーす。」おいしそうなエビのてんぷ
ら、胡瓜の酢の物、冬瓜の味噌汁……
海外支援のための切手整理が行われました。
「この切手きれい！」
「これは珍しいね」…
おじいちゃん（ボランティアの大先輩）も、
７歳の子に手取り足取り…。

葛西臨海公園で枯れ草の清掃 !!
きっと明日は…筋肉痛

この箸はどこの「おみせ」に行くのかな ??
希望の家での作業風景
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“第 42 回善養寺菊花大会”
平成 21 年 10 月 19 日（月）〜 11 月 21
日（土）午前 10 時〜午後 3 時
菊花大会開催中の会場案内係を募集します。
事前にガイド勉強会で説明内容を習得していただき
ます。
【会場】東小岩 2 丁目 善養寺境内
【交通】JR 小岩駅より京成バス「江戸川病院」下車
【活動日】開催期間中の都合の良い日
【募集期間】平成 21 年 9 月 30 日（水）締切
【連絡先】ガイド担当 森田 3688-5235
【その他】案内資料提供、

“第３０回江戸川マラソン大会”
平成 21 年 10 月 25 日（日）
午前 8 時 30 分〜午後 1 時
大会当日、大会の運営の補助をしていただけるボラ
ンティアスタッフを募集しています。くわしい内容
はあらためてお知らせします。
【会場】江戸川陸上競技場とその周辺
【申込方法】
9 月 11 日（金）までに電話でお申し込みください。
（土曜・日曜・祝日を除く 8 時 30 分から午後 5 時）
【申込・問い合わせ先】
江戸川区文化共育部 スポーツ振興課スポーツ係
電話 03 − 5662 − 1636

主にボランティアグループや市民活動団体、NPO等を応援する目的で民間団体などに
よって行われる助成金の情報です。

第16回（平成21年度）ボランティア活動等助成
・募集団体
・募集内容
・募集対象
・募集期間

大和証券福祉財団
財団のホームページをご覧ください
http://www.daiwa-grp.jp/branding/citizen/dsf/outline.html
ボランティア活動を目的とした団体・グループで特に在宅老人、障害児児
童問題に対するボランティア活動。
ただし平成18年度以降に当財団の助成を受けた団体・グループを除く。
平成21年8月1日〜9月15日
（当日消印有効）

―4―

