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　　 活動日時
土 曜 18：50～20：45
土 曜 19：00～21：00
水 曜 19：30～21：30
金 曜 19：00～21：00
土 曜 19：00～21：00
火 曜 10：00～12：00
金 曜
金 曜 19：00～21：00
火 曜 14：00～16：00
水 曜 10：00～12：00
土 曜 13：30～15：30
日 曜 10：00～12：00
水 曜 19：15～21：00

団 体 名
江戸川にほんごサークル
江戸川日本語クラブやまびこ
にほんごクラブ・ゆう
江戸川にほんごクラブ
江戸川ユニオン日本語教室

江戸川にほんご交流会A・C

江戸川にほんご交流会B
ふなぼり日本語クラブ
F&Sの会
日本語サロンedobata
小岩日本語クラブ
みずえにほんごサークル

会   場
平井コミュニティ会館
中平井コミュニティ会館
平井コミュニティ会館
グリーンパレス
グリーンパレス
西葛西図書館
清新町コミュニティ会館
西葛西図書館
葛西図書館
清新町コミュニティ会館
清新町コミュニティ会館
小岩図書館
東部フレンドホール

連 絡 先
03-3682-8528（岩佐）
e-yamabiko@gmail.com（柴）
03-5609-2072（片岡）
070-5577-3464（松村）
03-3653-3706（晝間）

03-3878-9349（由川）

03-3689-7542（岡田）
03-3689-8187（金野）
http://sites./google.com/site/fsnokai/
http://www.geocities.jp/edobata2006/
03-3657-5383（戸塚）
直接会場へお越しください
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　現在江戸川区には、約2万8千人の外国人住民がいます。日本に住む外国人が最も
困難に感じることの一つは、言葉の壁だと言われています。仕事や学校のため、また
買い物など日常生活で必要となる日本語を学びたいと思う方々も少なくありません。
　江戸川区には現在12の日本語ボランティア団体があり、毎週一回「日本語教室」を
各所で開催しています。（下表参照）
　教室を訪れる方々は、国籍や学ぶ目的、日本語のスキルも様々ですが、各団体とも、

一人ひとりのニーズに合わせ日本語学習を支援
しています。さらにティータイムでの交流や日本語の発表会など、折々
に交流イベントを開催して学習者にとって魅力ある教室となるよう努め
ています。
　日本語を学びたいと考える外国人の方々も増えており、日本語ボラン
ティアはますます求められています。
　特別な資格を必要としない教室がほとんどです。外国人が日本で暮ら
すお手伝いや国際交流に興味のある方、あなたもボランティアとして
活動してみませんか？
　＊詳しくは各団体・教室へ直接お問い合わせください。

日本語ボランティア
養成講座より

日本語教室の様子

江戸川区内の外国人住民と総人口に占める割合

ヒ ル   マヒ ル   マ

ヨ シ カ ワ

外国人住民数と総人口に占める割合は、
各年の1月1日時点のものです。
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年齢問わず、
先生も学習者も
真剣です。

日本語支援
ボランティアの
基礎を学ぶ
参加者
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10 月 9日（日）
都立篠崎公園にて開催

　午前中はあいにくの雨でしたが、午後からは雨も上がり、多くの人でにぎわいました。
　ボランティアの皆さんによる、手話・点字の体験コーナーやバルーンアートのコーナーに多くの方に
ご来場をいただきました。こうした体験が障がいをお持ち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。

中学校で習う程度の英語
の表現と、外国の方と接す
る際の心がまえ、江戸川区
内の見どころなどを学ぶ
講座です。
詳細は「広報えどがわ」等
でお知らせします。

視覚障がいの方のために、
録音図書をパソコンで編
集しCDを作成するボラン
ティアの養成講座です。
29年2月頃開講予定です。
詳細は「広報えどがわ」等
でお知らせします。

登録団体「ラブリーの会」代表・金田京子
さん（向かって右側）が、平成28年度動物愛護管理功労者
環境大臣表彰を受賞されました。この賞は、ボランティ
アとして長年にわ
たり人と動物のふ
れあい活動を実践
するなど、動物の
愛護とその適正な
管理に顕著な功績
があった方に授与
されるものです。
本当におめでとう
ございます。

ボランティアセンターでは、障がいのある方とボラン
ティアが学校に出向き、障がいのある方ご自身からの
講話や、車イス・ガイドヘルプ（視覚障がい体験）の体験
をしてもらうプログラムを行っています。
その際に車イス利用者などを送迎して
くださるボランティアを募集しています。

11月からグリーンパレスの
活動室にパソコンとプリン
ターが入りました。
登録団体の皆さんは事前に
申し出をして使っていただ
くことができます。詳細は
ボランティアセンターまで
お問い合わせください。

江戸川区民まつり江戸川区民まつり江戸川区民まつり でした江戸川区民まつり江戸川区民まつり江戸川区民まつり でした江戸川区民まつり でした

デイジー録音図書
製作講座

これから募集する講座の案内これから募集する講座の案内

◆ 運転ボランティア募集 ◆

日 時
場 所

対 象
問合せ先

午前または午後の3～4時間
ボランティアセンター（グリーンパレス内）から
各学校施設への往復
普通自動車運転免許をお持ちの方
ボランティアセンター　5662-7671

手 話 体 験手 話 体 験

点 字 体 験点 字 体 験バルーンアート体験バルーンアート体験

ラブリー
の会 金田京子さんおめでとう!!金田京子さんおめでとう!!金田京子さんおめでとう!!

パソコンの貸出がはじまりました!パソコンの貸出がはじまりました!パソコンの貸出がはじまりました!

（ ９月 ・ １０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 19㎏受 領  66件

ボランティア団体登録数

（平成28年11月現在）
登録団体数：２０１団体　登録人数：６,０９７人

肢体不自由者が運転する
車であることを示します。
やむを得ない場合を除き、
このマークを付けた車に
幅寄せや割り込みは、道交
法の規定により罰せられ
ます。 身体障害者標識

ご存知ですか? このマーク

まちかどおもてなし
ボランティア

第
３
回
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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

ティンカーベル
①ミュージックベルで区内外の施設等を訪問し演奏
②女性で、長期活動ができて音符の読める方
③毎週土曜9：30～11：30/グリーンパレス音楽室
④関口　電話3651-6006

琴（大正琴）と演歌のボランティア「わかば」
①高齢者施設への訪問
②区内在住で、会の目的に賛同いただける方
③毎週火・木曜10：00～16：00
④萩野　電話3670-4397

杜の家
①介護・認知症予防のための茶話会、屋外活動等の計画など
②会の目的に賛同し、長期に活動できる方
③第1・3水曜12：00～14：00/新田七丁目会館他
④海老原　電話3680-6830

きくボランティアの会
①特別養護老人ホームの利用者のお手伝い
②どなたでも
③月～土曜9：00～16：00で都合の良い時/特養ホーム「きく」
④平田　電話3677-3030

えどがわ・インドダンサーズ
①インドのボリウッドダンスを通した文化交流と介護施設等への訪問
②健康で、練習及びボランティアに参加できる方
③毎週水曜10：00～12：00/一之江コミュニティプラザ他
④梶原　電話5605-4131

音訳ボランティア風の会
①目の不自由な方への印刷物の音訳、対面朗読
②区内在住・在勤・在学の高校生以上の年齢の方
③毎週水曜10：00～12：00/西葛西図書館、中央図書館他
④松村　電話070-5577-3464

特定非営利活動法人ココCOLORねっと西葛西事務局
①家事援助、外出支援等相互扶助のための非営利会員制組織
②20歳以上で会の趣旨を理解し、守秘義務の守れる方
③月～金曜9：00～17：00/利用会員が必要とする場所
④寺本　電話090-7728-3043

江戸川国際交流会
①地元住民と在住外国人との相互理解を進める活動
②18歳以上で会の活動内容に賛同いただける方
③不定期（月1回以上）14：00～16：00/篠崎文化プラザ
④松村　電話070-5577-3464

緑伸会
①区内の緑化や河川敷の清掃他
②ボランティア精神のある方ならどなたでも
③日曜10：00～15：00、第2土曜18：00～21：00他
④工藤　電話3670-0995

新川げんき会
①新川護岸川面の清掃活動、新川あさ市
②会の目的に賛同し、長期に活動いただける方
③第1・3土曜10：00～11：30、あさ市は年6回
④矢島　電話080-3177-6615

あすなろ会 左真紀一座（芸能ボランティア）
①本物の芸をバラエティーにて高齢者施設で披露
②75歳くらいまでの健康な方で、芸に自信のある方
③土曜、日曜、祝日13：00～14：30
④塚本　電話3617-5251

ぐんちゃんズ
①介護施設等で、ハーモニカを演奏し、一緒に歌っていただく
②歌の好きな方、ハーモニカのできる方（初心者も可）
③毎週金曜14：00～16：30/小岩図書館音楽室
④長部　電話3655-6344

葛西みまもり隊
①住民の健康増進・交流のための体操・お茶会・食事会等の開催
②会の目的に賛同していただける方
③第2月曜10：00～16：00/南葛西「あったかハウス」他
④佐俣　電話090-4937-5687

江戸川呼吸器療友会
①呼吸機能に関する知識の向上のための講座の開催
②会の目的に賛同していただける方
③年5回定例会/タワーホール船堀
④長谷川　電話3652-9569

ボランティアグループ  デイジー江戸川
①視覚に障害をお持ちの方へのデイジー録音図書の製作
②18歳以上・Ｗｉｎｄｏｗｓのパソコンをお持ちで、メールができる方
③第1・3火曜13：30～16：30/西葛西図書館他
④妹尾　電話3686-8950

子ども・子育てボランティア連絡会
①すくすくスクールで子どもたちに工作を教える、他
②活動に興味があり健康な明るい方
③月1回10：00～12：00　月1回13：00～16：30
④鈴木　電話090-7739-8831

ドリームサロン江戸川
①日本語での区内在住外国人との交流（料理、遊び、音楽、舞踊）他
②概ね20歳以上で会のコンセプトを理解いただける方
③第2水曜午前/源心庵（行船公園内）
④白井　電話3689-4157、rse89521@nifty.com

葛西東渚・鳥類園友の会
①葛西臨海公園・海浜公園での自然観察・環境改善活動
②自然環境の改善や生き物に関心を持つ個人や家族
③不定期の土曜、日曜/葛西臨海公園・海浜公園
④伊藤　電話3688-9525

なぎさアロマビュー
①なぎさ公園のラベンダーなどの育成、周辺の清掃
②健康で土いじりの好きな方
③毎週土曜9：00～12：00
④岩渕　電話3678-2488

中土手に自然を戻す市民の会
①荒川と中川の間の中堤にある池での草刈りや遊び
②草刈りなどや子どもたちに昔の遊びを教えてくれる方
③第3日曜10：00～14：30/総武線鉄橋下流中土手五色池
④佐藤　電話3655-1387
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　9月25日（日）、江戸川消防署と松江第三中学校を会場に、
外国人・障がい者の災害体験が行われました。
　当日は外国人と障がい者、通訳ボランティアや一般ボラン
ティア、合わせて123人が参加しました。今回は起震車体験
などの従来の災害体験に加え、災害をテーマとした交流も
行いました。
　災害はいつやってくるか分かりません。でも「その時」に備えて、家族だけではなく近所の人
とも顔馴染みになることが大切です。そのことに改めて気付いた1日となりました。

当協議会の研修部会で東京港を見学しました
　9月23日(金)、私たちの生活と深く関わる東京港の役割等を
学ぶため、東京港見学を行いました。当日は協議会の会員27名
が参加しました。
　竹芝の小型船ターミナルを出航し、建築資材・雑貨・水産物等
の物資を陸揚げする埠頭を約1時間かけて1周します。広いコン
テナヤードには恐竜の骨格を思わせる大型クレーンが立ち並ん
でいました。乗船した視察船「新東京丸」は全長約32メートル、
197トン、定員は60名。船内は回転椅子や賓客用のセットなども
あってとても快適でした。

　船内で受けた説明では、東京港での貨物取扱金額
は2015年度で17兆6千億円となり、名古屋港を抜い
て物量、金額ともに日本一になったとのことでした。
今話題の豊洲市場の建物も遠くから眺めることが出
来ます。
　東京オリンピックでは、この近辺で各種競技が行わ
れ選手村も建設される予定だそうです。昼食後、雨の
旧芝離宮恩賜庭園を見学したあと帰路に就きました。
　東京港が首都圏の都市活動や住民の生活に必要な
物資を輸送する重要な流通拠点であることを、見て
聴いて学ぶことが出来た有意義な施設見学でした。
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