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助け合い

回覧・掲示用

フェスティバル　ボランティアスタッフ募集！
　　ボランティアフェスティバルでは、参加団体のほかに高校生を中心としたボランティアスタッフ
がイベントを盛り上げています。
　興味のある方はボランティアスタッフとして参加してみませんか？

対象：中学生以上の方で、スタッフ
         説明会（6/22）に参加できる方
申込：ボランティアセンター
        （5662-7671）へ電話で
　　　※詳細は、ボランティアセンターへお問い合わせください。

日時：平成25年 7月 14日（日）
　　　午前9時～午後5時
場所：タワーホール船堀
内容：スタンプラリー受付など

1階　展示ホール

３階　産業振興センター・会議室・女性センター

５階　小ホール

　各種ボランティアの活動を紹介するブース、ダンス・楽器
演奏などで日頃の活動を紹介するステージがあります。
　フリーマーケットはボランティアグループによる手づくり
作品等を販売します。

　「学びと体験コーナー」は、日頃のボランティア活動を学び、
体験してもらうコーナーです。かわいいストラップづくりや楽
器演奏など楽しい体験コーナーがいっぱい !!

　「おまつり広場」は、動物風船づくりや民族衣装の試着などを
体験できます。
　また、スタンプラリーを各階に設けすべてスタンプを集めると
小ホールホワイエで記念品づくりができます！
ボランティアさんと一緒に世界でたった１つだけの“思い出”
をつくってみましょう♪



　ボランティア活動に興味はあるけど、普段は学校や仕事で時間が
取れないとおっしゃるあなた！
　夏休みを利用して「ボランティア体験」をしてみませんか？
100を超える施設・団体が皆さんの参加を待っています。
　　例えば…
　○お年寄りとふれあったり、サポートする活動
　○障がいのある方と交流したり、サポートする活動
　○子どもたちとふれあいながら健やかな成長を見守る活動
　○環境・自然・みどりなどを守り育てる活動
　○使用済みの切手整理

平成25年 7月 20日（土）～8月 31日（土）
この間で　1日～ 1週間程度の活動
300円（ボランティア保険の保険料）
6月 22日（土）15時から
ボランティアセンター窓口へ

平成25年 6月 21日（金）　18時から
グリーンパレス2階千歳・芙蓉
平成25年 6月 22日（土）　13時 30分から
グリーンパレス2階千歳・芙蓉
※事前申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。

【問合せ・申込み先】　えどがわボランティアセンター
 TEL 5662-7671

活 動 期 間

費 　 用
申 込 み

事前説明会

※7月13日（土）はボランティアフェスティバル準備のため休館いたします。

＜ボランティア入門講座＞ （広報えどがわ６月１日号でお知らせします）
　「ボランティアをやってみたいが、何をしたらいいかわからない」とおっしゃる方に、おすす
めです。参加費は無料、複数の受講も可能です。
　入門講座のお申し込みは…６月３日（月）　午前９時から　電話で申込み（先着順）
　※詳細については、ボランティアセンターまでお問い合わせください。

日　時 定員・会場
6月11日（火）
10：00～11：30

各回20名

グリーンパレス
集会室

6月12日（水）
10：00～11：30

6月13日（木）
13：30～15：00

6月14日（金）
18：30～20：00

災害時の注意点の講義と簡易担架づくり、
三角巾の活用方法を学ぶ

始めてみよう
ボランティア

小物づくりで
ボランティア

施設における
ボランティア

災害時に役立つ
ボランティア

科　目 講  座  内  容
「ボランティアとは」の講義と実際に活動
を始めた方のお話し

風呂敷やタオルを使い、防災にも役立つ
小物づくりを学ぶ

実際に受入している施設の担当と施設で
ボランティア活動している方のお話し
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夏のボランティア体験！
（広報えどがわ6月1日号でお知らせします）



団体登録数　155団体　5,087 人 
平成 25年 5月 15日にえどがわボランティアセンターのホームページを立ち上げました。
登録団体の情報は６月中にホームページに反映する予定です。

お知らせ
５月１日付で職員採用（安成智津子さん）しました。よろしくお願いします。

施設イベントのボランティア募集

えどがわボランティアセンターへの登録状況（25.5.1現在）

配布ボランティア募集町会・自治会等
配　布　先町　会　名

平井6丁目23号棟自治会 平井6－1
平井六丁目北部町会 平井6－26
平井六丁目東町会 平井6－66
平井西町会 平井7－29
平井731自治会 平井7－3
第三うつき会 平井7－3
クレストフォルム平井グランステージ自治会 平井7－5
平井七丁目第4自治会 平井7－6

配　布　先町　会　名
江戸川四丁目都住自治会 江戸川4－5
船堀駅前トキタワー自治会 船堀3－5

臨海町五丁目アパート自治会 臨海町5－1

　ボランティアセンターでは、各町会・自治会等を通じてセンターだよりの回覧をお願い
していますが、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、ボランティアセンター（電話 5662－7671）へご連絡
ください。ご協力お願いします。
※発行日は奇数月の第 4火曜日です。

配布ボランティアさん募集

“もぐら祭”ボランティアスタッフ募集

日　 時：平成25年 7月 21日（日）
　　　　 午前 10時～午後2時
会　 場：もぐらの家（春江町3－21－6）
内　 容：模擬店やミニバザーなどのお手伝い
その他：服装：動きやすいもの
申込締切：平成25年 7月 17日（水）
申込み・問合せ：もぐらの家 (3679－0110)

“希望の家まつり”ボランティアスタッフ募集

日　 時：平成25年 10月 6日（日）
　　　　 午前 9時～午後4時
会　 場：希望の家 (江戸川 5－32－6)
内　 容：当日の利用者の付添いや模擬店のお手伝いなど
その他：９月上旬にボランティア内容を郵送
申込締切：平成25年 7月末日
申込み・問合せ：希望の家 (5676－7070)
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ボランティア通信　「やまびこ」コーナーボランティア通信　「やまびこ」コーナー

よろしく
お願いします！

4 月 23日（火）にグリーンパレスにて総会が行われました。
今年度から各部会長が変わり、新たな役員で活動を行っていき
ます。

　当協議会では、区内で開催されるボート競技、ラグビー競技のボランティア
として協力をします。
　内容は各競技場での案内、競技場の最寄駅での案内を行います。
　日程はボート競技　9月 9日（月）～ 9月 15日（日）、
ラグビー競技　9月 29日（日）～ 10月 3日（木）です。

　日程は、9月 29日（日）　会場は、江戸川消防署、松江第三中学校です。
なお、時間など詳細については後日お知らせします。

～新部会長の紹介～
広報部会　髙橋　伸予 普及推進部会　吉崎　俊子
研修部会　松本　恵美子 活動部会　　　並木　初江

○共育プラザ小岩　納涼祭に参加
　7月28日（日）共育プラザ小岩で開催される納涼祭に活動部会が参加します。
内容は、かき氷の販売です。

☆江戸川区福祉ボランティア団体協議会の総会が行われました。

☆スポーツ祭　東京　2013 に協力します。

☆「外国人・障がい者の災害体験」の日程が決まりました。

　7月 14日（日）に開催されるボランティアフェスティバルに当会
のブース参加を含め 13団体が各コーナーへ参加します。
ブースでは加盟団体の紹介をします。また、3階学びと体験コーナー
では、活動部会が江戸川ボランティアおはなしこばこと協力し、参加
します。内容は災害時に役立つものを身近な布で作るコーナーや簡単
な質問に答えるだけで、災害時にどんなことに注意すればいいのかを
知ることができる、シミュレーションゲームもあります。遊びに来て
ください！

☆ 2013 えどがわボランティアフェスティバルへの参加
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