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えどがわボランティアセンターの取り組み

災害ボランティアセンターの設置
近年、各地で台風による大雨や火山噴火など、大規模な自然災害が
頻発しています。
こうした被災地では、行政だけでは対応できない復旧・復興にボラ
ンティアの力が大きな役割を果たしています。
江戸川区で大規模災害が発生し、災害ボランティアによる支援が必
要な場合、
えどがわボランティアセンターは社会福祉協議会とともに
「江戸川区災害ボランティアセンター」を設置いたします。

災害ボランティアセンターの役割
区内外から駆け付けて下さる「災害ボランティア」と、支援を必要とする
被災者の皆さんとを結びつけることが主な役割です。
ボランティアの力が
必要なんだけど、
どこに相談すれば…

「江戸川区災害ボランティアセンター」にご相談ください。
活動可能なボランティアが見つかり次第、ご紹介します。

ボランティア活動ができ
ますが、具体的にどんな
活動がありますか？

清掃や、家具の片付け、熟年者や障がい者、外国人等への
支援など多種多様な活動があります。
被災者のニーズ（困りごと）に応じて活動先を紹介します。

「災害時ボランティア養成講座」
を開催
災害ボランティアセンターでは、センター運営の一部を担っていただくボラ
ンティアスタッフが大勢必要となります。
このため、災害ボランティアスタッフの養成や地域の防災力向上を目的に
「災害時ボランティア養成講座」を行っています。
災害ボランティアの基礎を学ぶ「初級講座」と、さらに実践的な活動を学ぶ
「中級講座」があります。
次回は、平成２８年５月〜６月頃、初級講座を開催予定です。

外国人と障がい者の災害体験 〜ＳＯＳは自分から〜 の開催
災害時、外国人や障がいを持つ方々が自らの
身を守る行動がとれるよう、毎年、江戸川消防署
やボランティアの皆さんの協力のもと「外国人と
障がい者の災害体験」事業を行っています。
今年は「ＳＯＳは自分から」をテーマに、外国人
４２名、障がい者７名が参加して初期消火訓練や
ＡＥＤ操作体験、起震車体験などを行いました。

届いてますか？東京防災。
是非、活用してください。
東京防災は英語・
中国語・韓国語にも
対応しています。
詳しくは下記HPを
ご覧ください。
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html
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１０月１１日（日）都立篠崎公園にて開催
前夜からの雨が昼過ぎには止んで、
すっかりおまつりモードに。
ボランティアの皆さんによるバルーンアートコーナーや自分の名前を手話や
点字で表現する体験コーナーに、多くの来場者が足を運んでくれました。
こうした体験が障がい者の方々への理解
を深めていただくきっかけになれば幸い
です。
ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

手話で
名前できたよ。

バルーン
アートって
難しい。

点字って
面白いね。

使用済みの切手 募集中

これから募集する講座のご案内

使用済み切手でボランティア支援

第３回入門講座

ボ ラ ン ティ ア セ ン
ターではご提供いただ
いた使用済み切手を専
門の業者に買い取って
い た だ き 、ボ ランティ
ア活動の振興のために
有効に使わせていただいております。
ボランティア活動をする時間のない方、使
用済み切手をご提供いただくことも形をかえ
たボランティア活動につながります。
区内の各事務所、コミュニティ会館等に専
用の収集箱を設置しています。
１枚でも構いません。是非お持ちください。
皆様のご協力よろしくお願い致します。

平成28年2月開講予定

切手の周りの
「ギザギザ」を残して
封筒から切ってくださいね。

４科目を４日間に分けて開講します。
ボランティア活動を始めたいけど、何をしていいのか
分からない方、大歓迎です。ご応募お待ちしています。
日程や科目など、詳細が決まり次第ボランティアセン
ターホームページ、広報えどがわなどでお知らせします。

デイジー録音図書製作講座
平成28年3月開講予定
視覚障がい者のために録音図書をパソコンで編集し、
１枚のCDに変換する養成講座です。
平成２８年３月１日（火）
・２日（水）の
２日間の講座で、時間は午前１０時〜午
後４時まで。
ご自宅にパソコンがあればできる
ボランティア活動です。
募集時期など、詳しくはボランティアセンターのホー
ムページもしくは広報えどがわをご覧ください。

問合せ・申込先 … ボランティアセンター 電話 5662-7671
えどがわボランティアセンターのホームページには、講座やイベント、ボランティア募集、
ボランティア活動先の紹介など、様々な情報が満載です。是非ご覧ください。
「えどがわボランティアセンター」で検索してください ( ホームページアドレス edogawa-vc.jp/)
2
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ボランティアセンターだより「配付ボランティア」募集
ボランティアセンターだよりを下記の町会・自治会に届けて頂け
る方を募集しています。配布日は奇数月の第４火曜日です。詳しい
ことはボランティアセンターまでお問い合わせください。
ナイス親水公園自治会
都営松江自治会
江戸川五丁目新和町会
熊野会自治会
二之江東町会
二之江八幡町会
二之江中央町会
二之江町会
江戸川五丁目アパート自治会
宇喜田十軒自治会
宇喜田十四軒自治会
宇喜田十八軒自治会
宇喜田新町自治会
宇喜田第一住宅自治会

中央４丁目
松江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
春江町５丁目
江戸川５丁目
江戸川５丁目
宇喜田町
北葛西５丁目
北葛西２丁目
中葛西１丁目
北葛西５丁目

（９月・１０月分）

西葛西ビューハイツ自治会 西葛西４丁目

使用済み切手

ライオンズガーデンシティ
西葛西自治会
北小岩江戸川町会
ブリリア大島小松川公園自治会
愛国学園中学校・高等学校
東京福祉専門学校
江戸川女子高等学校

受領

西葛西２丁目
北小岩４丁目
小松川２丁目
西小岩５丁目
清新町２丁目
東小岩５丁目

49件

21.2㎏

※ボランティアの振興に有効に
使わせていただきます。

ボランティアセンター
登録団体数 : １８６団体
登録人数 : ５９５２名

介護老人保健施設
ジェロントピア菊華

鹿骨３丁目

介護老人保健施設
ビーバス成光苑

北小岩２丁目

介護老人保健施設
くすのきの里

西葛西６丁目

(平成27年11月1日現在）

このアイコンから
検索してね

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。

ボランティア募集情報

電話:5662-7671 ＦＡＸ:3653-0740

今回のボランティア募集情報は、継続的に活動していただけるボランティアさんの募集です。
活動日時などについては、各施設にお問い合わせください。
特別養護老人ホーム

清 心 苑

特別養護老人ホーム

（西一之江4-9-24）

わとなーる

①洗濯物整理、
リネン交換、話し相手ほか
②デイサービスの手芸・書道・絵手紙・民謡の
指導補助
ホームページ http://kenshukai.kir.jp/seishinen/
内容

連絡先 電話

話し相手、外出補助、清掃、デイサービスの
レクリエーションほか
ホームページ http://www.watona-ru.com/
内容

連絡先 電話

3655-5963（生澤・大池）

長 安 寮

（北葛西4-3-16）

内容

内容

洗濯物整理、フロア手伝い、シーツ交換、デイ
サービスのレクリエーションほか
ホームページ http://www.danshinen.org/
連絡先 電話

区立みんなの家
内容

（臨海町1-4-4）

リバーサイドグリーン

区立えがおの家
内容

（東葛西5-10-5）

日常生活（軽運動）
・作業補助

ホームページ http://www.ikuseikai-tky.or.jp/˜iku-egao/
連絡先 電話

（江戸川1-46）

3680-3116（ボランティア担当）

知的障がい者施設

洗濯及び整理、清掃、配膳手伝い、
リネン交換、
デイサービス利用者介助ほか
ホームページ http://www.kotoen.or.jp/
内容

連絡先 電話

5662-3411（ボランティア担当）

知的障がい者施設

5659-4122（藤崎・中村）

江 東 園

作業・散歩・日常生活補助

連絡先 電話

話し相手、趣味活動（生け花、手芸、書道、楽器
演奏など）
ホームページ http://www.fukurakuen.or.jp
特別養護老人ホーム

（本一色3-38-3）

ホームページ http://www.ikuseikai-tky.or.jp/˜iku-minna/

内容

養護老人ホーム

5664-2960（岩渕）

知的障がい者施設

特別養護老人ホーム

連絡先 電話

（篠崎町4-5-9）

行事のお手伝い、外出付添い、話し相手ほか

連絡先 電話

3877-0100（簗場・一之宮）

みどりの郷福楽園

6804-8722

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

暖 心 苑

（鹿骨1-3-8）

区立虹の家
内容

3677-4611（久保田）

（西篠崎2-18-22）

日常生活・作業補助、行事補助

連絡先 電話

3676-3391（ボランティア担当）

ボランティアセンターのホームページには、このほかにもたくさんのボランティア募集情報が掲載されています。
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ボランティア通信「やまびこ」
コーナー
※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。
※江戸川区福祉ボランティア

趣味を生かして ボランティア
協議会には様々な団体が所属し、
活動しています。
その中には、音楽を通して施設の方々と交流している団体があり、
トロ
ピカル・フレンズもその一つです。
トロピカル・フレンズはハワイの音楽を
演奏している団体ですが、活動の時にはフラダンスを踊る方も一緒です。
定期的に訪問している施設では、毎回利用者の方々が演奏を楽しみにして
いるそうです。
他にも利用者の方々と歌を歌ったり、楽器を演奏したりと、音楽を通し
て施設の方々と交流している団体があります。その人それぞれに合った分
野でボランティアをすることも、
長く続けていくコツなのかもしれません。
※江戸川ボランティアおはなしこばこ、オカリナ・アンサンブル・フレンド、音の会、夕やけ小やけ会等の団
体も音楽でボランティア活動をしています。詳しく知りたい方は、ボランティアセンターまでお問い合わ
せください。

「外国人・障がい者の災害体験」開催
江戸川消防署と松江第三中学校を会場に、
９月２７日（日）に開催しまし
た。ボランティアセンターとの共催で、
今年で６回目になります。
当日は、協議会からのボランティアのほか、手話通訳ボランティア、日本
語ボランティア、松江三中の生徒さんなど、多くのボランティアさんが訓
練をサポートし、総勢で１０９人が体験しました。
けむり体験・起震車体験などのほか、手軽にできる防災グッズコーナー
では、簡易トイレや手作り防災グッズを展示、また、体験者の方々と一緒に
新聞紙で簡易スリッパ作りを行いました。
訓練の機会の少ない外国人、障がいのある方々などは、真剣な中にも楽しく、消火器の操作や起震車での
地震体験をし、いつ起こるかわからない災害への対応を学べたようです。
参加者の皆さんが協力して訓練を行うことを通じて、有意義な体験・交流ができました。

やまびこ伝言板
年に一度の交流
１２月１日（火）グリーンパレスにおいて、ボラン
ティア交流会が開催されます。これは、年に一度福祉
ボランティア団体協議会の加盟団体により開催される
ものです。
普段はそれぞれの分野で活動している福祉ボラン
ティアが一堂に会し、楽しく和やかに交流できる機会
となっています。
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昨年の様子

