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助け合い

回覧・掲示用

☆手話講座≪全 10回≫
日時 1 月 15日～ 3月 19日毎週水曜日
 午後 1時 30分～ 3時 30分
会場 グリーンパレス集会室
定員 50 名

☆デイジー（録音図書の索引作成）≪全 2回≫
日時 2 月 18日（火）・19日（水）　午前 10時～午後 4時
会場 中央図書館　　定員　　20名

☆災害時ボランティア養成講座（初級）≪全 7回≫
日時 2 月 18日（火）～ 3月 6日（木）の毎週火曜・木曜及び 2月 22日（土）
 午後6時30分～8時30分   ※ 2月 22日（土）のみ午前10時～午後3時
会場 グリーンパレス集会室 　　定員　　20名 

26 年 1 月～ 3 月に予定されている講座26 年 1 月～ 3 月に予定されている講座
募集時期など詳細は後日ホームページ及び広報えどがわでお知らせします。

ホームページの検索は　『えどがわボランティアセンター』　または、　edogawa-vc.jp/

前回の講座の様子は江戸川区のホー
ムページ内「えどがわ区民ニュー
ス」（Ｈ25.10.10公開　ビデオリ
ポート）「地域の防災は地域から」
でご覧いただけます。

▲ 救命救急の体験中

▲ 講義の様子

▲ 町に潜む危険の探知

☆ボランティア入門講座≪全 4回≫
あなたにあったボランティア活動を
見つけてみませんか？
日程 2 月中旬
※複数の受講も可 



▲ 障がい者の日常生活のお話

▲ 目が見えないことの怖さを体験中
　 『ガイドの人だけが頼りです。』 ▲ お酒の缶の上ブタにも点字の表示があるのです。

▲ 第五葛西小 4 年生の感想文

“出前ボランティア” をご存知ですか？
　えどがわボランティアセンターでは江戸川区福祉ボランティア団体
協議会活動部会と協力して「出前ボランティア体験」事業を実施して
います。
　出前ボランティア体験とは、障がいのある方とボランティアさんが
学校等に出向き、障がいのある方のお話や、車いす・ガイドヘルプ（視覚
障がい体験）・点字・手話の体験をしていただくプログラムです。
　こうした体験を通じて、身の回りで自分にできることに気づき、人
を思いやるボランティアの心をはぐくんで欲しいと願っています。

感想文
ありがとう♪

≪出前ボランティア体験コーナー≫
平成 26年 1月 14日（火）～ 16日（木）
区役所１階正面入り口横の展
示コーナーで出前ボランティ
ア体験コーナーを開設します。
区役所にご用の際には、是非
お立ち寄りください。

25 年度の出前授業（10 月末実績）
○小学校 10 校 対象者　1,544 名
○中学校　2 校 対象者　　418 名
○高　校　2 校 対象者　　405 名
○その他　4 団体 対象者　　  96 名

あなたの学校、地域（町会・自治会・子ども
会等）事業所でも実施してみませんか？
一緒にボランティアとして活動してくださる方
も募集しています。
お問い合わせはボランティアセンターへ！
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▲ 切手整理ボランティアの様子

▲ 風船で剣づくりに挑戦 ▲ 初めての手話体験緊張するなぁ～

（9 月・10 月分）
寄附金
 1 件（匿名）
 5,000 円
使用済み切手
 51 件
 16.34 ㎏
使用済み切手換金
 24,925 円

　10月13日（日）都立篠崎公園で区民まつりが開催されました。
　当日は良いお天気に恵まれ、ボランティアセンターと江戸川区福祉ボランティア団体協議会
のテントでは23名のボランティアさん協力のもと、点字の体験に55名、手話の体験に95名、
動物風船づくり体験・無料配布に850名と、たくさんの区民の方々で賑わいました。
　また、ボランティアセンターＰＲ用の風船300個の無料配布も好評でした。
　このほか、友好都市鶴岡市のコーナーでは、ミニ天神祭り・芋煮・もちつきに12名のボラ
ンティアさんが大活躍しました。

第36回　区民まつり　大盛況でした

　この度、皆様から寄せられた使用済み切手を換金
しました。
　重量は 81キロもあり、24,925 円となりました。
　この浄財はボランティア活動の支援に活用させて
いただきます。
　たくさんの切手をお寄せいただいた皆様、切手整
理のボランティアをしてくださった皆様、ご協力あ
りがとうございました。
　センターでは引き続き使用済み切手を収集して
います。
　郵送、または直接ボランティアセンターまでお寄せ
ください。
※使用済み切手の収集箱は区民館やコミュニティ
　会館にも設置しています。　　

切手整理のボランティア活動は月 2回
（木曜日と土曜日 1回ずつ）行っています。
12月は 12日（木）と 21日（土）です。

※毎月の活動日はホームページでお知ら
せしています。
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やまびこ伝言板

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

　福祉ボランティア団体協議会活動部会では小中学校を中心に、出前ボランティア体験の指導
を行っています。今年度は、江戸川高校、葛西南高校（全日制・定時制）、
小岩高校、紅葉川高校と例年を上回る数の依頼があり、体験の指導を
行っています。（小岩、紅葉川高校はこれから実施）
　その中で、10月 31 日（木）に訪問した、葛西南高校の全日制で
の体験を紹介します。
　2年生 220 名を対象に、2～ 4時間目を利用し、体験を実施しま
した。2時間目は、視覚障がい者、聴覚障がい者、車いす利用者の方
に普段の生活で困ることなどのお話しをしていただきました。3、4
時間目は、学年の半分の生徒さんに、車いす、ガイドヘルプ、手話の
体験をしてもらいました。（残り半分は 12月に体験予定）
　車いすの体験は、2人 1組になり、乗る側・押す側の体験の他、1
人で乗る体験もしてもらいました。ガイドヘルプ体験では、目の不自
由な体験、その人をガイドする体験をしてもらいました。手話体験は、
簡単な手話でのあいさつ、聴覚障がい者とのコミュニケーション方法
の紹介を行いました。
　この体験を通して、何かを感じとってもらえるとうれしいですね。

9月29日（日）外国人・障がい者のための災害
体験が行われました。
当日は、外国人31名、障がい者15名、ガイドヘルプなどの
ボランティア67名、総勢113名が参加して行われました。
「待ってちゃダメ！SOSは自分から」をテーマに、講話、
AEDの使用法、消火訓練、けむり体験、起震車体験、応急
担架作成、三角巾包帯法、江戸川消防署から松江第三中学
校までの避難訓練等お互いが助け合いながら自分の持てる
力を出し合い意義のある体験ができました。

☆都立高校の奉仕の時間に出前ボランティア体験を実施してきました！

　区内で開催したボート競技、ラグビー競技の会場案内、駅前案内を
当協議会の加盟団体の会員、25名が協力しました。
　ボート競技は、9月 9日（月）～ 15日（日）、ラグビー競技は、9
月 29日（日）～ 10月 3日（木）に開催されました。
　それぞれの会場、最寄りの駅前で競技の出場者・観戦者へ“笑顔と
おもてなしの心”で案内をいたしました。
　期間中は、猛暑もあれば、台風接近による悪天候の日もありました。
　選手、観戦者、ボランティアのみなさん、お疲れさまでした。

☆スポーツ祭東京 2013 に協力しました！

ボート競技会場案内の様子
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