
傾聴ボランティア

夏休みを利用して、小学生から社会人まで幅広い方々を対象に、様々なボランティア活動をしていただ
く「夏のボランティア体験」に、今年は218名もの方に参加をいただきました。
参加者のほとんどが初めてのボランティア体験で、様々な活動を通して「ボランティア」の認識を深め
るきっかけになったようです。体験者の受入れにご協力いただいた施設・団体の皆様に改めて感謝申し
上げます。
なお、体験した皆様から寄せられた感想文は、9月下旬頃に当センターのHPで公開する予定です。
是非、ご覧ください。 ➡ えどがわボランティアセンター http://www.edogawa-vc.jp/

～お話し相手をお探しの方、ご相談ください～
　最近、「傾聴」（けいちょう）という言葉を良く耳にしませんか？
　傾聴とは、人の話に丁寧に耳を傾け、人が話したいこと伝えたいことを
真摯に聞く技法です。私たちが暮らす社会は一人暮らしの方が増え、人と
人とのかかわりや地域のつながりも希薄になってきたといわれています。こうした中、お話し
相手となるボランティアがますます求められるようになってきました。
　お話し相手をお探しの方、ご本人だけでなく、ご家族様、ケアマネジャー様、施設の担当者様、
どうぞお気軽にお声掛けください。
　ここでは、傾聴ボランティアとして活動中の2つの団体を紹介します。

　平成22年にこの団体を結成しましたが、今ではひ
と月40件以上の依頼を頂いております。これまで、
熟年者施設に入所されている方やデイサービスに通
われている方など施設からの依頼が多かったのです
が、近ごろは個人宅からの依頼も増えてきています。
　会員は、会指定の講座を受け、毎月定例会で勉強
を続けスキルアップに励んでいます。私たちにお話
しいただくことで皆さんの気持ちが少しでも楽に
なっていただくことが私たちの喜びです。どうぞ、お
気軽に連絡してください。
※お互いさま傾聴の会　電話 5668-3132

　私たちは、15年以上前から心理カウンセラーを講
師に毎月1回、カウンセリングの勉強会を続けていま
す。いのちの電話相談員や保護司、民生児童委員など、
様々な分野で人々の話に耳を傾ける活動を続けてい
るメンバーもいます。
　1年ほど前、地域社会に貢献することができれば、
との思いで傾聴ボランティアの活動を始めました。
私たちに話をされて、ホッと安心される区民の方々
もいらっしゃいます。まずは楽しくおしゃべりするこ
とから始めましょう。お電話をお待ちしております。
※傾聴ボランティア「クローバー会」　電話 3653-6560

夏のボランティア体験夏のボランティア体験夏のボランティア体験

公園での清掃 特別養護老人ホームでの介助 図書館での貸出した本の記録入力

218名の方に参加いただきました！！218名の方に参加いただきました！！

ご存知ですか？ご存知ですか？

お互いさま傾聴の会  傾聴ボランティア「クローバー会」
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今年も区民まつりの「ふれあい広場」（ボランティア
コーナー）にて出展します。毎年大好評の動物風船
づくりのコーナーでは、ボランティアの皆さんが、ア
ンパンマン、剣、お花、うさぎ、プードルなどを作っ
てくれます。みなさんも一緒に作ってみませんか？
また、手話や点字の体験もできます。自分の名前や
住所を手話や点字で表現してみましょう。
L e t ' s challenge!!
みなさん是非、お立ち寄りください。
お待ちしております。

電話:5662-7671　ＦＡＸ:3653-0740ボランティアさん募集情報
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。

義足や人工関節を使用している
方や、内部障害や難病など、援助
が必要な方のマークです。外見か
らは、障がいを抱えてらっしゃる
ことはわかりません。
このマークを持ってる方を見か
けたら、どうぞみなさん、手助け
をお願いします。

ご存知ですか？
このマーク。

MOA美術館江戸川区児童作品展ボランティア
作品展での作品（絵画・書写）の展示・撤去作業
展示：平成28年11月26日（土） 午前9時～12時
撤去：平成28年11月27日（日） 午後2時30分～4時30分
※どちらか1日でも可
タワーホール船堀展示ホール（船堀4-1-1）
中学生以上の方各日10人
10月31日（月）
5243-5296　國歳

平成28年10月9日 日曜日  篠崎公園 ９：００～

内 容

会 場

日 時

募集人数
募集締切
申込・問合せ

内 容

会 場
日 時

募集締切

申込・問合せ

第17回えがおの家まつり（障がい者施設）
まつりでの利用者の付添い、模擬店や駐輪場
整理の手伝い
平成28年11月13日（日）　午前9時～午後3時
えがおの家（東葛西5-10-5）
※動きやすい服装でお願いします。
10月7日（金）（この日以降も受け付けていま
すので、ご相談ください）
3680-3116　砂間、田中、香林

江戸川区民まつり 会場図

こちらですこちらです

江戸川区民まつりに集合！！

ヘルプカード

（ ７月・８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。

使用済み切手 21.9㎏受 領  67件

ボランティア団体登録数

（平成28年9月現在）

登録団体数：１９９団体  登録人数：６,０８４人

バルーンアートコーナー

手話体験コーナー
点字体験コーナー

篠崎公園で
待ってるよ
ボクに会いに
来てね
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ボランティア団体会員募集
活動内容、会費、その他の詳しい内容は、各団体にお尋ねください。

①内容　②会員条件　③活動日時/場所　④連絡先

葛西手話の会
①聴覚障がい者との交流、手話の学習他
②手話に関心を持っている方
③毎週水曜日18：30～21：00/主に葛西区民館
④雨宮幸子　電話3804-2656

清新町高齢社会を考える会
①高齢者のためのサロンを開いている
②会の目的に賛同される方
③毎週木曜日12：30～15：00/清新町北ハイツ内集会所
④岡本小百合　電話3675-5620

たんぽぽ
①なぎさ和楽苑内で利用者のための喫茶を実施
②年齢不問、長期できる方を歓迎
③毎週水、土曜日13：30～16：00/なぎさ和楽苑
④清水幸子　電話3688-6944

なぎさグループ
①老人ホームで余暇支援、ベッドメーキング、洗濯物整理他
②会の目的に賛同いただける方
③曜日・時間は相談/なぎさ和楽苑
④横内博　電話・FAX3686-3705

ＡＣＢプランボランティアグループ
①老人ホームでの理容・美容のカット他
②理容・美容師の国家資格を持った方
③第1月曜日9：30～12：00/みどりの郷福楽園
④中村若子　電話3677-1288

きずなの手・江戸川
①あかちゃんからお年寄まで対象のハンドマッサージ
②会指定の入門講座を修了した方
③第4木曜日10：00/特別養護老人ホーム瑞江ホーム他
④渋谷正一　電話・FAX5675-3761

布絵の会・せいしん
①布絵本の製作
②どなたにもできます
③第2土曜日13：00～16：30/清新町ボランティア活動室
④牧野和子　電話090-4012-1398

おはなしドリーム
①図書館、保育園、小学校での絵本の読み聞かせなど
②子どもの好きな方
③月～土曜日の依頼のある時間・場所
④小宮みつ子　電話3654-7927

音訳百舌の会
①新聞、小説、広報などの音訳、対面朗読
②会の目的に賛同し、長期に活動いただける方
③毎月7・17日前後、第2火曜・第4金曜/グリーンパレス他
④高桑孝一　電話090-9814-3715

NPO法人ハンディキャブ江戸川区民の会
①江戸川区在住の車いす利用者の福祉車両での送迎
②第一種・二種免許を受け運転歴5年以上他
③依頼の時間・場所
④菅野邦枝　電話5667-3321

江戸川アリスの会
①日本語を学ぶ留学生との交流・支援
②会の目的に賛同し、長期に活動いただける方
③不定期/長島桑川コミュニティ会館・源心庵
④長坂龍郎　電話3671-3293

異文化交流　江戸川ホームステイクラブ
①国際文化交流イベントの開催、姉妹都市交流活動他
②国際文化交流に関心のある方（英語力関係なし）
③毎月1回
④池尻厚子　電話・FAX3804-3062

江戸川にほんごクラブ
①日本語学習を通じて外国人との交流を深める
②高校生以上の江戸川区在住・在勤・在学の方
③毎週19：00～21：00/グリーンパレス
④松村勝之　電話070-5577-3464

わんず・どりー夢
①荒川河川敷などの清掃やペットに関する情報発信
②成人で、会の目的に賛同していただける方
③第2・4日曜日10：00～12：00他
④渡辺まゆみ　電話050-5858-3416

NPO法人和船の会
①舟運文化の継承と和船文化での町おこし
②和船文化、町おこしに興味がある方
③毎週金・第2・4日曜日/新川さくら館
④古川長司　電話090-2320-1149

下平井水辺の楽校
①荒川を利用した遊び、遊ぶ場所のゴミ拾い
②会の目的に賛同し、長期に活動いただける方
③第2日曜日10：00～15：00/荒川河川敷（下平井）
④中嶋美南子　電話090-1544-0495

グリーンハーモニカ江戸川
①ハーモニカ演奏で老人介護施設を訪問
②会の目的に賛同いただける方
③毎週金曜日18：00～21：00/グリーンパレス他
④小柳幸枝　電話3654-7620

ザ・マジック
①マジック・大道芸等を施設・イベントで披露
②一芸を披露したい方
③月5～8回の依頼のある日で参加できる日
④松原忠彦　電話080-3910-0634
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　当協議会は、平成28年度で創立30周年を迎えました。当協議会では、30周年を
記念して、式典の開催や記念誌の発行などを予定しています。
　これからも40周年さらには50周年に向けて、楽しく無理なくボランティア活動
を進めていきたいと思っております。
　ボランティア活動に興味のある方、いつでもお待ちしています!

活動紹介   ラブリーの会
　当会は、平成9年に設立し、来年で20周年を迎えます。設立当初から動物と一緒にお年寄りの施設に
行くことを目標に、毎月勉強会をして今日に至っております。
　どんな動物が参加できるか？必ず一般家庭で室内飼いの犬や猫です。
　犬は、おすわり、ふせ、まて、おいでができること。また、見知らぬ人に触れられても、嫌がらず吠え
ないことが大切です。なお、念のため、健康診断書を必ず提出していただいております。
　訪問前日には、シャンプーをして、活動前にはトイレ等を済ませてから活動に参加します。
　お年寄りの方々は、動物たちが訪問するのを毎回楽しみにしております。
　現在は、毎月、月曜日は暖心苑、南八幡メンタルサポートセンター、江東園ケアセンターつばき、第三
水曜日には、3ヶ月に1回ウエル江戸川、東京さくら病院、江東園、介護老人保健施設はくちょう等を訪
問しています。
　熟年者施設に限らず、区内外の保育園、幼稚園、小学校等年間を通じて、数多くのご依頼をいただい
ております。
　一緒に施設を訪問する動物が少なくなり、ボランティアさんは苦労しております。人が大好きなワ
ンちゃん、猫ちゃんがいる方、ぜひご一報ください。ご一緒に訪問活動してみませんか？

江戸川区福祉ボランティア団体協議会が
創立30周年を迎えました!!

学校での活動 特別養護老人ホームでの活動

～動
物と一

緒に施設を訪
問～

～動
物と一

緒に施設を訪
問～
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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。

ボランティア通信　「やまびこ」コーナー
祉ボ区福祉江戸川区※江 ランティア

ボランティア通信　「やまびこ」コーナー


