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今年も 明るく 楽しく ボランティア！
江戸川区では、
江戸川区
区では、多くのボラ
多
多くのボランティアの皆さんが新年早々から
ランティアの
の皆さんが
が新年早々から
様々な活動に取り組んでいます。
今回は、
その一端をご紹介いたします。
々な活動に
々な活動に取り組ん
でいます 今回は
そ
その
端をご紹介いたします
端を
一之江境川親水公園沿いにある
一之江抹香亭では1月5日、ボラン
ティアの皆さんが「七草粥」と「甘
酒」を手作りし、訪れた区民の皆さんに振舞っていました。
ボランティアによる琴の演奏の中、来場された皆さんは、心のこ
もったおもてなしに身も心もあたたまり大変満足した様子でした。
また、小岩公園内にある甲和亭でも1月7日、
「七草粥づくりと新
春お話し会」が開催され、おはなしボランティアによる軽妙なダ
ジャレに初笑い。参加された皆さんは、振舞われた七草粥をすすり
ながらこの1年の無病息災を願っていました。

七 草 粥

美味しい七草粥ができました（一之江抹香亭で）

はたちを楽しむ集い

「フレー!フレー! ○○さん」エールをおくるボランティア

1月11日総合文化センターで開催された「江戸川区成人式」で
は、厳粛な式典とともに250名のボランティアの皆さんによる心
のこもった『はたちを楽しむ集い』
が行われました。
昭和49年から続くこの『集い』では、ボランティアの皆さんが記
念写真の撮影や似顔絵コーナー、色紙に書いた文字の上に手形を
押して記念にする『はたちの手形』コーナーなど、様々な催しで、
新成人の門出をお祝いしました。

2016ボランティアフェスティバル参加団体募集
2016ボランティアフェスティバル参加団体
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開 催 日 時…平成28年7月10日 日曜日 午前10時〜午後4時
会
場…タワーホール船堀
1階…12団体
募集団体数…①メインステージ
1階展示ホール…25団体
(予 定） ②ブース
③フリーマーケット
1階展示ホール…11団体
④学びと体験コーナー 3階…12団体
⑤つながるステージ
5階…5団体
参 加 要 件…①区内で活動しているボランティア団体
②フェスティバルの趣旨に賛同し他団体と協働して
フェスティバルを盛り上げてくれる団体
申 込 方 法…平成28年2月20日（土）〜3月12日（土）までに参加申込書を持参・郵送・FAXのいずれかの
方法で提出願います。
※参加申込書は、
ボランティアセンターの窓口のほか、
ホームページからもダウンロードできます。
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ボランティア保険に加入しましょう
自発的に手弁当（費用を自己負担すること）で行うボランティア活動ですが、
事故を起こしては、大切な活動が続きません。
現在加入されている保険は
3月末日で期間満了です。
次年度の保険は3月7日から
受付予定です。
お早目に手続きしてください。

ボランティア保険は、
どういう保険？

①ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした
②ボランティアの方々が、ボランティア活動中に他人に対して、損害
を与えたことにより損害賠償問題が生じた
以上の①②をセットにした保険です。
※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。

平成２８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28年度のボランティア保険加入手続きは、3月7日（火）から受付ます。
受付窓口はボランティアセンターです。

ボランティア入門講座

問合せ・申込先
ボランティアセンター

℡ 5662-7671

ボランティアに興味はあるけれど「何をやっていいかわからない」という方におすすめの講座です。
参加費は無料です。複数の講座も受講できます。受付日時など、詳しくはボランティアセンターまで
お問い合わせください。
科

目

日

ボランティアに
役立つ技術

時

2月22日（月）
13:00〜14:30
2月25日（木）

傾聴ボランティア 13:30〜15:30
日本語での
ボランティア
動物（犬）と一緒の
ボランティア

祝

3月6日（日）
9:30〜12:00
3月16日（水）
13:30〜15:30

会

場

定員

小松川
さくらホール

講 座 内 容

車イスの操作方法・視覚障がいの方へのガイドヘ
20名
ルプ（外出介助）について学びます。
20名 傾聴の初歩的な知識と技術を学びます。

グリーンパレス
小岩図書館

15名

外国人に日本語を教えている団体の話を聞き実
際の活動を見学します。

ウエル江戸川
熟年者施設でのボランティアを学び、動物と一緒に活
(平井7-13-32） 10名 動している団体の話を聞き、活動の様子を見学します。

中央図書館では視覚に障がいのある方へ

厚生労働大臣表彰 受賞

録音図書を貸出しています

あすなろ会 左真紀一座

音訳ボランティア
（百舌の会・風の会）、デイジー江戸川
の皆さんが協力して、このほど中央図書館にデイジー録
音図書を寄贈しました。
2つの音訳グループは、視覚に障害のある方のために、
広報えどがわをはじめ、一般図書や雑誌の録音、対面朗
読などの活動をしています。
また、デイジー江戸川は、音訳グループが収録したもの
を、章や見出し、ページごとに移動することが出来るデイ
ジー形式でＣＤに編集しています。
今回寄贈された作品は、
「 舟を編む」
「下町ロケット」
など23点です。
所蔵作品、貸出し手続きなど詳しくは、
中央図書館障害者サービス担当
（電話 3656-6298）
までお問い合わせください。

当センター登録団体「あすなろ会 左真紀一座」の皆さん
平成27年ボランティア功労者厚生労働大臣表彰を受
が、平成27年ボランテ
賞されました。
同団体は昭和42年設立以来、関東一円の熟年者施設等
同団体は昭和42年
を訪問し、新舞踊やマジック、ハーモニカ演奏などの演芸
奉仕活動を熱心に続けています。
文字通り手弁当で、
これまで48
年間にわたり毎年50回以上もの
慰問活動を続けていることが評価
され、昨年12月都内で唯一、厚生
労働大臣表彰を受賞されました。
本当におめでとうございます。
多田区長に受賞の報告をする、
「あすなろ会 左真紀
一座」座長・塚本邦昭さん、副座長・内田多恵子さん

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、様々な情報が掲載されています。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/)

問合せ … ボランティアセンター 電話 ５６６２-７６７１
2
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8,720円

51,920円

※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：191団体 登録人数：6,002人
(平成27年12月現在）

視覚障がいの方が白杖
を目の前に上げ たら、
それはSOSのシグナル。
気が付いたら、どうしま
したか？と積極的に声を
かけましょう。

ボランティアさん募集情報

会 場 グリーンパレス
日 時 金曜日 19：00〜21：00
連絡先 松村 070-5577-3464

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。

電話:5662-7671 ＦＡＸ:3653-0740

次の日本語ボランティア団体では、外国人に日本語を
教えるボランティアを募集しています。募集の詳細は、
各団体の連絡先にお問合せください。

日本語ボランティア団体
江戸川にほんごクラブ

号

ご存知ですか？
このマーク。

（１１月・１２月分）
寄付金
1件 匿名
使用済み切手
受領
74件 16,8kg
換金（3月〜11月） 86,32kg
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江戸川にほんごサークル
会 場 平井コミュニティ会館

（2月までは、小松川区民館）
日 時 土曜日 18：50〜20：45
連絡先 岩佐 3682-8528

江戸川ユニオン日本語教室

ふなぼり日本語クラブ

会 場 グリーンパレス
日 時 土曜日 19：00〜21：00
連絡先 晝間 3653-3706

会 場 葛西図書館
日 時 火曜日 14：00〜16：00
連絡先 金野 3689-8187

小岩日本語クラブ

F&Sの会

会 場 小岩図書館
日 時 日曜日 10：00〜12：00
連絡先 戸塚 3657-5383

会 場 清新町コミュニティ会館
日 時 水曜日 10：00〜12：00
連絡先 ボランティアセンター

学校応援団ボランティア

日本語サロンedobata
会 場 清新町コミュニティ会館
日 時 土曜日 13：30〜15：30
連絡先 福田 090-1552-5342

江戸川にほんご交流会Ｂ
会 場 西葛西図書館
日 時 金曜日 19：00〜21：00
連絡先 岡田 3689-7542

不登校の子どもたちを手助けする
メンタルサポーター

「子どもたちのために何か役立ちたい！！」という思
いの方をお待ちしています。
学生の方も大歓迎です。
募集対象は、心理学や教育学を学ぶ大学生・大学院
活動内容は、学校環境整備、学習活動支援、部活動支 生で、子どもたちの お兄さん・お姉さん的存在 の活動
援など学校により様々です。
詳細は、お問合せください。 をお願いしています。
活動内容は、不登校になっている子どもたちが学校
連絡先 江戸川区教育推進課 5662-0730
復帰に向けて通う学校サポート教室での学習の見守
り、日常生活の支援です。
子どもの登校をサポートする
詳細は、お問合せください。

ボランティア
（ステップサポーター）

連絡先 江戸川区教育研究所事務係 5662-7059

区内の小・中学校で、
学校の支援計画に基づき、
不登校
の子どもたちに関わり、
登校をサポートする活動です。
活動時間は、午前中が多くなります。
活動内容は、教室にはいれない子供の別室活動の見
守り、付き添いがあれば登校できる子どものお迎えな
どです。
詳細は、お問合せください。

社会福祉施設を訪問し、カラオケ設備などで活動さ
せていただいている団体です。明るく歌の好きな方を
お待ちしています。

連絡先 江戸川区教育研究所 担当 5662-7204

連絡先 中里 3877-8995

ドラム＆エンカ ボランティアスタッフ
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ボランティア通信
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

いつでもスタート！ 施設でボランティア
福祉ボランティアには様々な活動があります。その中でも多くのボラン
ティアが活動しているのが、
特別養護老人ホームなどの熟年者施設です。
平日の2〜3時間を活用して行う活動、土日や休日に行う活動、月に1〜
2度のペースでできる活動など、それぞれのライフスタイルに合った形で
ボランティア活動ができます。
活動内容については施設ごとに多少の違いはありますが、洗濯物たた
みや居室での簡単な掃除、デイサービスのお手伝いなど、ボランティア初
心者ができる活動がたくさんあります。
また、施設で活動しているボランティアの団体もあります。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。

活動団体紹介「おはなしにこにこ」
10月29日に開催されたえどがわボランティアセンター主催の「ボランティア入門講座
（素ばなしでボランティア）」を受講した人及び活動に賛同した人12名で、
「おはなしにこ
にこ」というグループを立ち上げました。
このグループは、保育園・幼稚園の年長さんに絵本や紙芝居などを使わないでおはな
しをする会です。
会では日本の年中行事や昔話を中心に、世界のお話も取り入れたいと思います。
園児には、
「素ばなし」だけでなく、見ても楽しんでもらえるような工夫もして、たくさ
んのにこにこ笑顔が見られるよう勉強中です。
よろしくお願いします。

やまびこ伝言板
手作りの交流会
毎年、江戸川区福祉ボランティア団体協議会に
より開催されているボランティア交流会が12月
1日、
グリーンパレスにて行われました。
当日は、施設の紹介やお楽しみ抽選会、幸せ気
分コーナーなどが行われ、楽しい時間はあっとい
う間に過ぎ、最後は尺八とオカリナの伴奏に合わ
せて「ふるさと」の合唱で締めくくりました。
お互いの団体の近況を知り、交流を深める良
い機会となりました。
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