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※次号は平成 24 年 4 月発行です。

24年度もいろんな事業を計画しています！

５月 中央地域まつり
第１回手話講座
点字講座
６月 第１回入門講座
７月 ボランティアフェスティバル
夏のボランティア体験
９月 音訳ボランティア養成講座
第２回手話講座
災害体験
１０月 区民まつり
第２回入門講座
１月 第３回手話講座
２月 第３回入門講座
３月 デイジー講座

各事業の詳細は広報えどがわ・センターだより等でお知らせします。
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ボランティア保険加入で安心して活動を
ボランティア保険とは・・・
国内におけるボランティア活動中の偶然な事故により、
①ボランティア自身が被った「ケガ」
（活動先への通常経路による往復途上も含む）
②ボランティア自身が活動の対象者など他人の身体や財物に損害を与えたことによ
りボランティア自身が法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任損害」
に対する保障をセットにした保険です。
※ 東日本大震災の被災地へのボランティア活動をされる方は「天災プラン」
（地震・噴火・津波によるケガも担保される）への加入をお勧めします。

東日本大震災 被災地におけるボランティア活動の事故状況
（全国社会福祉協議会資料より抜粋）

ケガや事故発生の状況及び時間帯
災害ボランティア活動における怪我の状況としては、「切り傷」や「刺し傷」が
半分近くを占めており、一般のボランティア活動で 35% を占める「骨折」は 7%
程度にとどまっています。
また、一般ボランティア活動では午前は正午に向かって、午後は夕方に向かって
事故件数が増える傾向にありますが、災害ボランティア活動では、午前は 11 時台、
午後は 2 時台に事故が集中しています。
体力を消耗する活動が多いことから、活動開始や休憩を挟んで 1 〜 2 時間後に疲
れや慣れ、眠気などによる注意力低下が影響して慎重な活動が困難となり、事故が
集中していると考えられます。

事故防止のポイント
ほとんどが通院のみで完治する軽微な事故にとどまっていますが、破傷風などの注
意が必要です。瓦礫の撤去が進んだ最近の傾向として
「転倒」事故が増えてきています。
「物を持ち上げた時に足場が悪くバランスを崩して」といった報告が多くを占めてい
ます。
その場から動かなくても転倒の危険は潜んでいます。足元の注意が特に重要です。
休憩や十分な水分補給を行いましょう。

平成24年度のボランティア保険加入は3月中旬から受付けます!!
≪出張受付≫
平成24年3月24日（土）10時〜12時まで、清新町ボランティア活動室
で出張受付をします。
午後の受付はありませんのでご注意ください。

ボランティセンターのホームページ検索は → 「ボランティアセンター江戸川区ホームページ」
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登録団体情報及びホームページ内容確認のお願い
登録団体情報及びホームページ内容確認のお願い !!
センターでは、最新の情報を提供するために定期的に登録団体の情報更新を行っています。
今回ははがきをお送りしました。

≪登録団体の皆様へ≫
・団体の代表者・連絡責任者が変わっていませんか？（ 変更届が必要です。 ）
・ホームページ内容に変更はありませんか？
江戸川区のホームページで掲載内容の確認をお願いします。
団体活動を終了した場合にも団体の登録抹消の届けが必要です。
連絡がつかない場合には登録を抹消させていただくこともあります。
返信用はがきは必ず投函してください !!

≪ボランティア募集の掲載をしている施設の担当の方へ≫
センターではボランティアに関するご相談を受けた場合、この情報を
もとにご紹介しています。
ホームページの掲載内容を必ずご確認ください。
・募集内容、問い合わせ先、担当者等の変更はありませんか ?
変更箇所がある場合は、センターへ至急ご連絡ください。
変更は随時受け付けています。

配布ボランティアさん募集中 !!
センターでは、
自治会等を通じてセンターだより等の回覧をお願いしておりますが、
タ では 各町会・自治会等を通じてセンタ
だより等の回覧をお願いしておりま
下記の町会・自治会等へ届けてくださる「配布ボランティアさん」がいなくて困っています。
配布ボランティアをしてくださる方、ぜひご連絡ください。

配布ボランティア募集町会・自治会等
町 会 名
江戸川四丁目都住自治会
一之江町会
公団船堀一丁目団地自治会
ハイラーク船堀自治会
都営船堀一丁目アパート自治会
介護老人保健施設ヴィット
船堀駅前トキタワー自治会
都営船堀四丁目第二アパート自治会
都営船堀四丁目アパート自治会
宇喜田棒茅場自治会
宇喜田六軒町自治会
宇喜田第二住宅自治会

配 布 先
江戸川区江戸川 4丁目
江戸川区一之江 6丁目
江戸川区船堀 1丁目
江戸川区船堀 1丁目
江戸川区船堀 1丁目
江戸川区船堀 3丁目
江戸川区船堀 3丁目
江戸川区船堀 4丁目
江戸川区船堀 4丁目
江戸川区北葛西 1丁目
江戸川区北葛西 1丁目
江戸川区北葛西 2丁目
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《 2012 江戸川区ボランティアフェスティバル 》
平成 24 年 7 月 8 日（日）午前 10 時〜午後 4 時
会場・・・タワーホール船堀 1 階展示ホールほか

《ボランティアフェスティバル

参加団体募集》

多くの区民の方々が楽しみながら、ボランティアについ
て学び、体験し参加できるイベントにするために、参加
団体を募集します。
参加団体の条件
区内で活動するボランティア団体・NPO 法人・学校の
ボランティア部などで、各種会議や前日の準備等に出席
できる団体
募集内容
・ブースで活動紹介を行う団体
32 団体
・ステージで活動紹介を行う団体
15 団体
・フリーマーケットで販売・活動紹介を行う団体 12 団体
・体験コーナーで体験・活動紹介を行う団体 12 団体
［昨年の様子］
申込み方法
平成 24 年 2 月 21 日（火）〜 3 月 12 日（月）の間
に「参加申込書」をボランティアセンターに提出
（持参・郵送・FAX で）
応募多数の場合は調整の上、公開抽選をします。

《ボランティアフェスティバル ポスター募集》
ボランティアセンターではボランティアに関するテーマ
で毎年ポスター募集を行っています。
昨年は 175 点の応募があり、7 名の方に区長から記念
品の贈呈がありました。
平成 24 年度は 4 月初旬にポスター募集を開始します。
（広報えどがわ 4 月 10 日号掲載予定）

今年もたくさんの作品をお寄せください !!
申込・問合せ
江戸川区ボランティアセンター
〒 132-0031 江戸川区松島 1-38-1 グリーンパレス 1 階
電話：5662-7671 FAX：3653-0740

第 36 回わんぱく相撲江戸川大会 ボランティア募集
今年で 36 回目をむかえるプロジェクトわんぱく協議会（PW）が主催する
「わんぱく相撲大会」のお手伝いをしていただくメンバーを募集します。
区民の皆様による大会にしていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。
【日時】平成 24 年 5 月 13 日（日）午前 9 時から午後 4 時（午前 8 時受付開始）
【会場】スポーツセンター 江戸川区西葛西 4-2-20
【注意事項】当日は動きやすい服装で、交通費は各自負担、お弁当
支給あり、事前に 3 回ほど説明会を開催します。
【申し込み・問合せ先】
第 36 回わんぱく相撲江戸川大会実行委員会 醍醐抄代子
携帯：080-6806-4429 FAX：03-3652-8490
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