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2016 えどがわボランティアフェスティバル
7月10日（日） 午前10時〜午後４時

タワーホール船堀

見て 聞いて 参加して! 楽しい催しが盛りだくさん！ ぜひご来場ください！

1階
展示ホール
では

ボランティア団体が日頃の活動内容を紹介するブースコーナー。楽器演奏やダンスなどの活
動を披露するメインステージ。ボランティアさんたちのハートとエネルギーで満ち溢れています。
フリーマーケットコーナーでは、ボランティアの方お手製の作品などを販売します。すてきな掘り
出し物があるかもしれません。みなさんのご来場をお待ちしています。
フリーマーケット

メインステージ

ブース

3階

ボランティア団体の普段の
活動を体験できるコーナー。楽
学びと体験 器演奏、折り紙、手話・点字体験
コーナー
などなど他にも盛りだくさん！
では
ボランティアに興味があって
もきっかけがない方、学びと体験コーナーに参加して
ボランティア活動の第一歩を踏み出してみませんか？

5階

午前中は、ボランティア団体が太鼓や
歌・踊りなど普段の活動を披露するス
テージを
お 楽し み
ください。
午後は、ダンスやパラリン
ピック競技の体験ができます！
また、ホワイエでは1日を通
して防災コーナーを開催しま
す。ぜひお立ち寄りください。

小ホール
では

えどがわ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では、
毎年たくさんのボランティアスタッ
フが活躍しています。
みなさんも、一緒に参加して、イ
ベントを盛り上げてみませんか？
興味のある方は、ボランティアセ
ンターまでお問い合わせください。

スタンプ
ラリーに
挑戦！
各フロアにある
スタンプラリーの
スタンプを全部集めると、ゴールであなただけのオ
リジナルの記念品が作れます！
Let's challenge!!

ボランティアスタッフ募集中！！

日
場
内
対

時：平成28年7月10日
（日） 午前9時〜午後5時
所：タワーホール船堀
容：スタンプラリーの受付・各コーナーのお手伝い等
象：中学生以上の方で、
スタッフ説明会
〔6/18
（土）
10時〜11時〕
に参加できる方
（5662-7671）
へ
申 込：ボランティアセンター
電話でお問い合わせください。
昨年の様子（スタンプラリーの受付）▶
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夏 の ボ ラ ン ティア 体 験
ボランティア活動に興味はあっても、普段は学校や仕事で時間が取れない方、
ボランティア活動を始めたいと思っていても、どんなボランティアをしたらいいか迷っている皆さん、
夏休みを利用して「ボランティア体験」をしてみませんか？
区内の熟年者施設・障害者施設・すくすくスクール・保育園等で体験できます。
是非この機会に体験してください。
例えばこんな活動が体験できます

●
●
●
●

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 など

活動期間
費

用

申し込み
事前説明会

平成 28 年 7 月 16 日（土）〜 8 月 31 日（水）
この期間で、1 日から 1 週間程度の活動
300 円（ボランティア保険料）
6 月 18 日（土）午後 3 時から
図書館での書籍整理のボランティア
ボランティアセンターにて受付
第 1 回 平成 28 年 6 月 17 日（金） 午後 6 時〜
グリーンパレス 2 階
第 2 回 平成 28 年 6 月 18 日（土） 午後 1 時 30 分〜 グリーンパレス 2 階
※体験希望者は必ず参加してください。
※事前申し込み不要。直接会場へお越しください。

災害をテーマにボランティア交流会
3月19日、災害をテーマにボランティア交流会が
開催され、福祉や環境、国際交流など普段は様々な分
野で活動するボランティア83名が参加しました。
第1部の講演では、
「江戸川区が大地震で被災した
ら」をテーマに首都直下地震発生時の被害想定や暮
らしへの具体的な影響、復旧に果たすボランティア
の役割と重要性などについて学びました。
第2部では、災害からどう生き延びるか、被災時に
どんな活動ができるかについてグループで意見交換
しました。
参加者からは、普段からの地域でのつながりが大
切だ、もっと障がい者や一人暮らし熟年者の支援を
考えるべきだ、ボランティアセンターには区と町会
自治会とをつなぐ役割を期待しているほか様々な貴
重な意見をいただきました。
ボランティアセンターは、区内で災害が発生した
時には、区の要請により、社会福祉協議会と協力して、
災害ボランティアセンターを立ち上げ、
ボランティア
と支援を必要とする方々とをコーディネートをする
役割を担っています。
突然襲っ
てくる災害
に備えて、
ボランティ
アセンター
は引き続き
災害に関す
る取組に力
を注いでま
いります。

「萩の会」訪問記
萩の会は、小松川平井地区
にお住いの障がい者とボラ
ンンティアの皆さんが平成
25年に結成した任意団体で、会員は20名。同じ地域に
住むものとして、街で会ったら気軽にあいさつを交わ
し、災害時は助け合い支え合うことができる仲間づくり
を進めようと、月1回の定例会を開催し、町の話題等に
ついて情報交換をして交流を深めています。
4月は、災害時にできる協力について具体的に考えよ
うと、区危機管理室職員を講師に迎え、江戸川区の防災
について講演していただきました。
内容は、この地区で起こりうる災害、効果的な情報収
集、日頃の備えと対策などで、参加者からは、熊本地震
での障がい者の避難の状況、ペットの扱いなど様々な質
問がありました。
萩の会では、今後、災害時の集合場所などを具体的に
話し合い、お互いの手や足となって支え合えるよう、仲
間作りの輪を広げたいと話していました。
子どもと家庭の
おとなりさん

ボランティア養成講座
座

様々な事情で、支援が必要な子どもや子どもの養育
が困難な家庭を、地域の中で支援する「おとなりさん」
ボランティアを養成する講座を開催します。
日時 6月15日
（水）
、
23日
（木）
、
29日
（水）
、
7月6日
（水）
13時30分〜16時30分
会場 子ども家庭支援センター
（瑞江2-9-15）
定員・費用 50人・無料
申込・問合せ 6月7日
（火）
までに、
電話で子ども家庭支援
センターへ Ｔｅ
ｌ6231-8120
2
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臨時休館のお知らせ

7 月 9 日（土）

（ ３月・４月分 ）

ボランティアフェスティバル準備のため

寄付金（１件） 株式会社潮流社様

50万円

使用済み切手 受領

30.2㎏

63件

ボランティア団体登録数
登録団体数：192団体

※ボランティア活動の振興に有効に使わせていただきます。

登録人数：6011人

（平成28年5月現在）
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知らせください。

ボランティア募集情報

ＴＥＬ：03-5662-7671 ＦＡＸ：03-3653-0740

『ボランティアセンターだより』お届けボランティア
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ボランティアさんを募集しています。
奇数月の第4火曜日発行です。
ご協力宜しくお願いします。
届け先
小松川パークマンション自治会
小松川メゾンリバーサイド自治会
小松川一丁目ホウユー自治会
小松川セントラル自治会
平井二丁目南部町会
平井二丁目町会
平井東自治会
平井三五二自治会
コーシャハイム小松川一丁目住宅自治会
ナイス親水公園自治会

住所
小松川1丁目
小松川1丁目
小松川1丁目
小松川1丁目
平井2丁目
平井2丁目
平井2丁目
平井3丁目
小松川1丁目
中央4丁目

届け先
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
西葛西ビューハイツ自治会
ライオンズガーデンシティ西葛西自治会

届け先
北小岩江戸川町会
ブリリア大島小松川公園自治会
椿住宅自治会
新堀町会
春江団地自治会
愛国学園中学高等学校
介護老人施設 くすのきの里
介護老人施設 ビーバス成光苑
江戸川女子中学高等学校
東京福祉専門学校

住所
北小岩4丁目
小松川2丁目
春江町2丁目
新堀1丁目
春江町1丁目
西小岩5丁目
西葛西6丁目
北小岩2丁目
東小岩5丁目
清新町2丁目

介護老人保健施設 めぐみ（東小松川2-7-1）

もぐら祭（春江町3-21-6）
内容
日時
場所
服装
締切
連絡先

住所
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
西葛西4丁目
西葛西2丁目

模擬店やミニバザーなどの手伝い
平成28年7月24日
（日） 午前10時〜午後2時
もぐらの家（障がい者施設）
動きやすいもの
7月15日
（金）
もぐらの家 3679-0110

シーツ交換、
タオル交換、環境整備、
お話し相手、
レクリエーションのお手伝い
日 時 ご相談ください
Ｈ Ｐ http://jisei-kai.jp/megumi.html
連絡先 5661-3861（佐藤・島田）
内容

「出前ボランティア体験」
でのボランティア（P.4やまびこコーナー参照）
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
「出前ボランティア体験」授業に協力していた
だける方を募集しています。

午前または午後の3〜4時間
（登録していただき、
その都度ご都合を確認してからお願いします）
場 所 各学校・施設等
連絡先 ボランティアセンター
（石井） 5662-7671
日時

環境・自然・緑などを守り育てる活動
緑のボランティア

公園ボランティア

水辺のボランティア

区の管理する緑地での、花壇や植え
込みの草花の手入れ、清掃、街路樹
の枝おろしなど
連絡先 土木部水とみどりの課
5662-0320

区内の公園で、花壇やプランターの
手入れ、清掃や草取り、冒険遊び場の
運営など
連絡先 えどがわ環境財団
5662-5542

区内の河川敷での、清掃や点検、子
どもたちとの環境学習、草刈りなど
連絡先 土木部水とみどりの課
5662-0320

えどがわ桜守（桜のボランティア） まちかどボランティア
区内の公園や道路で、桜の開花・病
虫害の観察や肥料を与えるほか、桜
を守り、育てる活動
連絡先 えどがわ環境財団
5662-5542
ボランティア
センターの

新メンバーの紹介

区 の 管 理 する 道 路 の 清 掃 や 点 検 、
ガードパイプなどの清掃、ポケット
パークのベンチの手入れなど
連絡先 土木部保全課
5662-1930

堂上 政雄（どうがみ まさお）

石井 修一（いしい しゅういち）

4月から子安副所長の後任で参りました。みな
さんとともに全力で駆け抜けたいと思ってい
るので、
よろしくお願いします！

4月から退職された山岸さんの後任として参
りました。まだわからないことだらけですが、
精一杯頑張ります。
よろしくお願いします！
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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

鶴岡の皆さんに会いに来てください
7月10日のボランティアフェスティバルに参加するた
め、友好都市 山形県鶴岡市からボランティアの皆さんが
来訪されます。
鶴岡市の皆さんとは、平成21年度に同市のボランティ
アの皆さんがフェスティバルの視察にお越しになったの
を契機に交流が始まり、以来、隔年で相互に訪問して交流
平成27年度の鶴岡市訪問（鶴岡市庁舎）
を深めています。
今年は、
鶴岡市から20名の皆さんがお越しになる予定です。
ボランティアフェスティバルへご来場の際は、
是非お立ち寄りください。
当協議会では、ボランティアセンターと
ご利用ください「出前！ボランティア体験」の協働で
「出前！ボランティア体験」事業を

車いすの体験の様子

実施しています。この事業は、福祉ボランティアと障がい者とが
小中学校や高校、
ＰＴＡ、地域の諸団体に出向き、下表のような体
験や講話を通して車いす利用者や視覚・聴覚に障がいのある
方々への理解を深めていただくとともに、誰もが住みやすい地
域社会について考えていただくものです。
学校関係者の皆様、地域の諸団体の皆様、様々な機会に「出前！
ボランティア体験」事業をご活用ください。
お申込みはボランティアセンターまで。
（Tel：5662-7671）

○ 例えば、
このような体験ができます ○

平成27年度の実績
小学校
中学校
高 校
その他

29校
体験者 2,947名
8校
〃 1,793名
7校
〃 1,990名
3団体
〃
133名

総勢
6,863 名が

車いす体験

車いすの乗り方・押し方や階段の上げ下
ろし等の体験を行います。

体験されました。

アイマスク・
ガイドヘルプ
体験

アイマスクをして、足場の悪い場所を歩
いたり、点字ブロックの上を白杖を用い
て歩きます。またアイマスクをした人の
ガイドヘルプも行います。

点字体験

実際に点字を打つ体験を通して視覚障害
者の日常について考えます。

手話体験

手話で自己紹介や簡単な挨拶を行う体験
を通して、聴覚障害について考えます。

体験者の感想
わたしは、福祉体験をして、車いすに乗っている人、目が見
えない人の気持ちが少しわかりました。十センチメートルく
らいのだんさでも車いすだと、とても大きなだんさに感じ
ました。目かくしをしてマットを歩いたとき、ふわふわしてい
てバランスがとりにくかったです。今回はさまざまなことを
教えてくださり、
ありがとうございました。 （小学校5年生）

やまびこ伝言板
福祉ボランティア団体協議会のブース出展
今年、創立から30周年を迎える福祉ボランティア団体協議会。7月10日開催のボラン
ティアフェスティバルにブース参加します。ぜひ私たちの
ブースに遊びにきてください。

布絵の会からのお知らせ
8月9日（金）13：30〜15：30 上一色コミュニティセン
ターにて布絵の会による「金魚を作る」が開催されます。
対象は幼児〜小学生まで。針と糸を使ってかわいい金魚
を作りませんか？

4

布絵で作成する金魚

