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助け合い 

　江戸川区福祉ボランティア団体協議会活動部会が行っている「出前
ボランティア体験」が第63回東京都社会福祉大会（12月19日都庁に
て開催）にて表彰されました。
　当日は、中学校での出前ボランティア体験がありましたが、代表し
て5人（うち車いす、視覚・聴覚障がいの方各1名）とボランティアセン
ターの職員の計6名で出席しました。
　当協議会と同じ「まちづくり功労者」に対する感謝状受賞団体は4団
体で、練馬区の「アイメイト後援会」が代表して副知事より感謝状をい
ただきました。その他に「社会福祉協力者」として多くの団体、個人も
受賞され会場には500名程がいました。

　平成12年度より始まったこの活動には、現在116名（うち障がいの
ある方29名）が登録しています。また、平成25年度までに約700回実
施し、92,000名の小・中・高校生などが体験しました。
　手話でボランティアは“共に歩く”を表現しています。これからも子
どもたちに、障がいの方による講話、車いすなどの体験を通じて“共に
歩く”意味を気づいてもらい思いやりあるやさしい人になってもらい
たいと思います。
　今回受賞できたのは、「出前ボランティア体験」に協力していただい
た多くのボランティアの方々のおかげです。この受賞がみなさんへの
大きなお礼です。ありがとうございました。

活動部会員より 愛をこめて

第28回福祉ボランティア交流会が開催されました！
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　平成26年12月2日（火）グリーンパレスにて行われました。
　江戸川区福祉ボランティア団体協議会の会員及び区内の
特別養護老人ホームのボランティア担当者など162名の参
加で開催されました。
　第1部は永年のボランティア活動に功績のあった1団体及
び個人9名の皆様に江戸川区長より感謝状が贈呈されました。
　第2部の懇親会では、当日参加された施設の紹介、プレゼ
ントコーナー、自己アピールコーナー、幸せ気分コーナーな
どで、お互いの団体の活動内容を知るなど、交流を深めるよ
い機会となりました。 

ボランティア通信ボランティア通信　「やまびこ」コーナー ボランティア通信　「やまびこ」コーナー 
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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。 

●平成２７年度の保険加入手続きは・・・●平成２７年度の保険加入手続きは・・・
保険期間は当該年度の４月１日（加入日の翌日から有効）から翌年３月３１日までです。
平成27年度のボランティア保険加入は3月5日（木）から受け付けます。
４月１日から保険を有効にするには３月中の加入が必要となりますので、早めに加入
の手続きをしてください。受付窓口はボランティアセンターです。

●ボランティア保険とは・・・●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結果、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」に対する補償。
上記①②をセットした保険です。
※ボランティア保険は同じ人が重複して加入することはできません。
　一度加入すれば保険期間内は複数のボランティア活動をする場合も補償されます。

●保険料の助成は・・・ ●保険料の助成は・・・ 
ボランティアセンターに登録している団体の会員及び個人登録をしている方には保険料の一部を助成
します。加入手続きをする際、登録団体の場合は代表者の印鑑、個人登録の方は、ご本人の印鑑をお持
ちください。助成金の申請ができます。 

ボランティア入門講座 これからのボランティア活動に役立つ技術の 
習得や活動体験ができます。 

〇対象は、区内在住・在勤または在学で、ボランティア活動に関心がある中学生以上の方。 
◎申し込み：2月2日（月）午前9時から電話受付（先着順）　電話５６６２－７６７１ 

講 座 内 容 定員 会　場 日　時 科　目 

切手整理の 
ボランティア 

読み聞かせの 
ボランティア 

傾聴の 
ボランティア 

ボランティアに
役立つ技術

2月18日（水） 
10:00～11:30 

2月19日（木） 
10:00～11:30 

2月20日（金） 
13:30～15:00 

2月21日（土） 
13:30～15:30  

グリーンパレス 
集会室403 

グリーンパレス 
集会室401 

グリーンパレス 
集会室403 

グリーンパレス 
集会室405 

20名 

20名 

20名 

20名 

使用済み切手の分類・整理方法を体験し、  
活動している様子を見学します。 

子どもを対象にした読み聞かせの技術 
取得と、実演を見学します。 

相手の話を真摯に聴きながら、自分の心も 
豊かにする傾聴について学びます。 

車イスの操作・視覚障がいの方へのガイド 
ヘルプ・簡単な手話と点字を習得します。 

ボランティア保険の加入で
安心してボランティア活動を！

現在加入の保険は
平成27年3月31日で
保険期間が終了します

授
賞
式
当
日
に
参
加
さ
れ
た
方

車
い
す
体
験
の
様
子

昨年は大変お世話になりました。
今年もボランティアの普及推進に励んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

江戸川区福祉ボランティア団体協議会 一同 

平成26年度福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状を受賞しました

※無料・複数受講も可 

今年もよろしくお願い致します！今年もよろしくお願い致します！
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使用済み切手・書き損じハガキを集めています

えどがわボランティアセンターでは、1年を通じて使用済み
の切手、書き損じのハガキを集めています。
寄せられた切手やハガキは、切手整理ボランティアさんに
より整理・分類され、収集専門業者に売却し、ボランティア
の振興に活用しています。
お近くの、区民館・コミュ
ニテｲ会館備え付けの切手
回収箱までお持ちいただ
くか、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。

ボランティアセンター
登録団体数 :１８６団体
(平成27年1月1日現在）

（ 11月・12月分 ）

※ボランティアの振興に有効に使わせて
いただきます。

寄附金（3件）

使用済み切手
22.1㎏受付分
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●第二みどりの郷（江戸川2-15-22） ●江戸川光照苑 （北小岩5-7-2）

特別養護老人ホームとデイサービスセンターです 特別養護老人ホームとデイサービスセンターです
募集内容 募集内容

問合せ

問合せ

電話 03-5668-0051 （小倉・前田・渡辺）

電話 03-5664-2029 （佐藤・廣畑）

Ｅメール hikaru@e-kousyoen.or.jp

①施設入居者のお話し相手やお掃除や洗い物
②趣味・特技を活かしたクラブ活動の実施
③夏祭りや敬老会など行事の際のお手伝いなど

①クラブ活動補助（午後）
　•手芸・カラオケ・クラフト・囲碁/将棋ほか
②デイサービスセンター
　•おかし作り補助
③特別養護老人ホーム
　•リネン交換 

電話:5662-7671　ＦＡＸ:3653-0740

ボランティア募集情報 このほかにも、募集情報は、ホームページでもご覧になれます。
検索は『えどがわボランティアセンター』または、edogawa-vc.jp/で

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。

興味のある方は是非ご相談ください

•桃井信行様
•匿　　　名
•匿　　　名

10,000円
200,000円
5,377円

ボランティアセンターだよりを、下記の町会、自治会に届けていただける「配付ボランティア」さんを募集
しています。センターだよりの発行は年6回です。ご協力をお願いいたします。
なお、配付ボランティアさんには、ボランティア保険料をセンターで助成いたします。

平井宮元町会
平井6丁目23号棟自治会
平井六丁目東町会
平井西町会
平井731自治会
第三うつき会
平井七丁目第4自治会

クレストフォルム平井
グランステージ自治会

平井5丁目
平井6丁目
平井6丁目
平井7丁目
平井7丁目
平井7丁目
平井7丁目

平井7丁目

二之江中央町会
ハイラーク船堀自治会
宇喜田十四軒自治会
宇喜田第一住宅自治会
宇喜田新町自治会
東小岩中央自治会
小岩東部町会
東篠崎団地和自治会
東篠崎団地中央自治会

春江町5丁目
船堀1丁目
北葛西5丁目
北葛西5丁目
中葛西1丁目
東小岩6丁目
東小岩6丁目
東篠崎1丁目
東篠崎1丁目

ナイス親水公園自治会
都営松江自治会
江戸川四丁目都住自治会
江戸川五丁目親和町会
熊野会自治会
江戸川五丁目アパート自治会
二之江町会
二之江東町会
二之江八幡町会

中央4丁目
松江5丁目
江戸川4丁目
江戸川5丁目
江戸川5丁目
江戸川5丁目
江戸川5丁目
西瑞江5丁目
西瑞江5丁目

町会・自治会名 届け先 町会・自治会名 届け先 町会・自治会名 届け先

ボランティアフェスティバルボランティアフェスティバル20152015

ボランティアセンターへの登録要件
及び 登録団体の現況

ボランティアセンターへの登録要件
及び 登録団体の現況

ボランティアセンターへの登録要件
及び 登録団体の現況

①主に江戸川区内でボランティア活動をすること。
②会員が5名以上であること。
③年度終了後、団体の年間活動報告書を提出できること。
④活動内容を当センターのホームページに掲載できること。 

現在登録中の団体は、平成27年3月31日で登録期限となります。
引き続き助成等の支援を希望される場合は、更新手続きが必要です。
受付は、2月13日（金）より、ボランティアセンターで受け付けます。

必要書類

登録団体への支援について

① ボランティア活動室の貸出（無料）
　 ●グリーンパレス内活動室（松島1丁目）
　 ●都営清新町二丁目第2アパート1階活動室
② ボランティア保険の保険料の一部助成
③ ボランティア団体活動費の助成

詳しくは、ボランティアセンターホームページをご覧ください。 
edogawa-vc.jp/　又は「えどがわボランティアセンター」で検索

登録団体の現況
平成27年1月1日

97団体
30団体
23団体
20団体
16団体
186団体

52.1%
16.1%
12.4%
10.8%
8.6%

100.0%

福祉系
教育計
環境系
地域社会系
国際交流系
合　計

開催日時

会　　場

参加条件

申し込み方法

平成27年７月12日(日）  午前10時～午後４時

タワーホール船堀 〈1階展示ホール、3階諸室、5階小ホールほか〉

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、
フェスティバルの会議や事前の準備などすべてに参加できる団体。
発表・活動紹介  ステージ発表（1階12団体、5階7団体）
展示・活動紹介  展示ブース（25団体）
体験・活動紹介  活動体験コーナー（13団体）
販売・活動紹介  フリーマーケット（11団体）

※「参加申込書」は、ボランティアセンター窓口にあります。
　また、センターのホームページからも印刷できますので、
　ご利用ください。

募 集 内 容
募集団体数

活動分野 登録数 構成比（％）
ボランティアセンターでは、登録団体に次のような支援を行っています

えどがわボランティアセンターでは、区内でボランティア活動を行う団体の登録を受け付けています

登録要件 

ボランティア活動とは、無償で又は営利を目的とせず、他者や社会に 
対して貢献する自主的・主体的な活動をいいます。 

•登録申請書 •会則
•会員名簿 •活動計画書

次の要件をすべて満たす団体であること。

参 加 団 体 募 集  

平成27年2月21日（土）～3月14日（土）の間に
「参加申込書」をボランティアセンターへ提出
（持参・郵送・ＦＡＸ）願います。

募集中です○募集中です○○センターだより○センターだより配付ボランティアさん配付ボランティアさん配付ボランティアさん

82 Nippon 

えどがわボランティアセンターだより 第    12    号 えどがわボランティアセンターだより 第    12    号
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ボランティアフェスティバルボランティアフェスティバル20152015
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ボランティアセンターへの登録要件
及び 登録団体の現況

①主に江戸川区内でボランティア活動をすること。
②会員が5名以上であること。
③年度終了後、団体の年間活動報告書を提出できること。
④活動内容を当センターのホームページに掲載できること。 

現在登録中の団体は、平成27年3月31日で登録期限となります。
引き続き助成等の支援を希望される場合は、更新手続きが必要です。
受付は、2月13日（金）より、ボランティアセンターで受け付けます。

必要書類

登録団体への支援について

① ボランティア活動室の貸出（無料）
　 ●グリーンパレス内活動室（松島1丁目）
　 ●都営清新町二丁目第2アパート1階活動室
② ボランティア保険の保険料の一部助成
③ ボランティア団体活動費の助成

詳しくは、ボランティアセンターホームページをご覧ください。 
edogawa-vc.jp/　又は「えどがわボランティアセンター」で検索

登録団体の現況
平成27年1月1日

97団体
30団体
23団体
20団体
16団体
186団体

52.1%
16.1%
12.4%
10.8%
8.6%

100.0%

福祉系
教育計
環境系
地域社会系
国際交流系
合　計

開催日時

会　　場

参加条件

申し込み方法

平成27年７月12日(日）  午前10時～午後４時

タワーホール船堀 〈1階展示ホール、3階諸室、5階小ホールほか〉

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、
フェスティバルの会議や事前の準備などすべてに参加できる団体。
発表・活動紹介  ステージ発表（1階12団体、5階7団体）
展示・活動紹介  展示ブース（25団体）
体験・活動紹介  活動体験コーナー（13団体）
販売・活動紹介  フリーマーケット（11団体）

※「参加申込書」は、ボランティアセンター窓口にあります。
　また、センターのホームページからも印刷できますので、
　ご利用ください。

募 集 内 容
募集団体数

活動分野 登録数 構成比（％）
ボランティアセンターでは、登録団体に次のような支援を行っています

えどがわボランティアセンターでは、区内でボランティア活動を行う団体の登録を受け付けています

登録要件 

ボランティア活動とは、無償で又は営利を目的とせず、他者や社会に 
対して貢献する自主的・主体的な活動をいいます。 

•登録申請書 •会則
•会員名簿 •活動計画書

次の要件をすべて満たす団体であること。

参 加 団 体 募 集  

平成27年2月21日（土）～3月14日（土）の間に
「参加申込書」をボランティアセンターへ提出
（持参・郵送・ＦＡＸ）願います。

募集中です○募集中です○○センターだより○センターだより配付ボランティアさん配付ボランティアさん配付ボランティアさん

82 Nippon 

えどがわボランティアセンターだより 第    12    号 えどがわボランティアセンターだより 第    12    号



出会い 会い い い い い
ふれ合い 合いいいいいいいい 

助け合い 

　江戸川区福祉ボランティア団体協議会活動部会が行っている「出前
ボランティア体験」が第63回東京都社会福祉大会（12月19日都庁に
て開催）にて表彰されました。
　当日は、中学校での出前ボランティア体験がありましたが、代表し
て5人（うち車いす、視覚・聴覚障がいの方各1名）とボランティアセン
ターの職員の計6名で出席しました。
　当協議会と同じ「まちづくり功労者」に対する感謝状受賞団体は4団
体で、練馬区の「アイメイト後援会」が代表して副知事より感謝状をい
ただきました。その他に「社会福祉協力者」として多くの団体、個人も
受賞され会場には500名程がいました。

　平成12年度より始まったこの活動には、現在116名（うち障がいの
ある方29名）が登録しています。また、平成25年度までに約700回実
施し、92,000名の小・中・高校生などが体験しました。
　手話でボランティアは“共に歩く”を表現しています。これからも子
どもたちに、障がいの方による講話、車いすなどの体験を通じて“共に
歩く”意味を気づいてもらい思いやりあるやさしい人になってもらい
たいと思います。
　今回受賞できたのは、「出前ボランティア体験」に協力していただい
た多くのボランティアの方々のおかげです。この受賞がみなさんへの
大きなお礼です。ありがとうございました。

活動部会員より 愛をこめて

第28回福祉ボランティア交流会が開催されました！

えどがわボランテえどがわボランティアセンアセンターだよーだより り えどがわボランティアセンターだより
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　平成26年12月2日（火）グリーンパレスにて行われました。
　江戸川区福祉ボランティア団体協議会の会員及び区内の
特別養護老人ホームのボランティア担当者など162名の参
加で開催されました。
　第1部は永年のボランティア活動に功績のあった1団体及
び個人9名の皆様に江戸川区長より感謝状が贈呈されました。
　第2部の懇親会では、当日参加された施設の紹介、プレゼ
ントコーナー、自己アピールコーナー、幸せ気分コーナーな
どで、お互いの団体の活動内容を知るなど、交流を深めるよ
い機会となりました。 

ボランティア通信ボランティア通信　「やまびこ」コーナー ボランティア通信　「やまびこ」コーナー 
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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。 

●平成２７年度の保険加入手続きは・・・●平成２７年度の保険加入手続きは・・・
保険期間は当該年度の４月１日（加入日の翌日から有効）から翌年３月３１日までです。
平成27年度のボランティア保険加入は3月5日（木）から受け付けます。
４月１日から保険を有効にするには３月中の加入が必要となりますので、早めに加入
の手続きをしてください。受付窓口はボランティアセンターです。

●ボランティア保険とは・・・●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結果、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」に対する補償。
上記①②をセットした保険です。
※ボランティア保険は同じ人が重複して加入することはできません。
　一度加入すれば保険期間内は複数のボランティア活動をする場合も補償されます。

●保険料の助成は・・・ ●保険料の助成は・・・ 
ボランティアセンターに登録している団体の会員及び個人登録をしている方には保険料の一部を助成
します。加入手続きをする際、登録団体の場合は代表者の印鑑、個人登録の方は、ご本人の印鑑をお持
ちください。助成金の申請ができます。 

ボランティア入門講座 これからのボランティア活動に役立つ技術の 
習得や活動体験ができます。 

〇対象は、区内在住・在勤または在学で、ボランティア活動に関心がある中学生以上の方。 
◎申し込み：2月2日（月）午前9時から電話受付（先着順）　電話５６６２－７６７１ 

講 座 内 容 定員 会　場 日　時 科　目 

切手整理の 
ボランティア 

読み聞かせの 
ボランティア 

傾聴の 
ボランティア 

ボランティアに
役立つ技術

2月18日（水） 
10:00～11:30 

2月19日（木） 
10:00～11:30 

2月20日（金） 
13:30～15:00 

2月21日（土） 
13:30～15:30  

グリーンパレス 
集会室403 

グリーンパレス 
集会室401 

グリーンパレス 
集会室403 

グリーンパレス 
集会室405 

20名 

20名 

20名 

20名 

使用済み切手の分類・整理方法を体験し、  
活動している様子を見学します。 

子どもを対象にした読み聞かせの技術 
取得と、実演を見学します。 

相手の話を真摯に聴きながら、自分の心も 
豊かにする傾聴について学びます。 

車イスの操作・視覚障がいの方へのガイド 
ヘルプ・簡単な手話と点字を習得します。 

ボランティア保険の加入で
安心してボランティア活動を！

現在加入の保険は
平成27年3月31日で
保険期間が終了します

授
賞
式
当
日
に
参
加
さ
れ
た
方

車
い
す
体
験
の
様
子

昨年は大変お世話になりました。
今年もボランティアの普及推進に励んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

江戸川区福祉ボランティア団体協議会 一同 

平成26年度福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状を受賞しました

※無料・複数受講も可 

今年もよろしくお願い致します！今年もよろしくお願い致します！


