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文化財・郷土資料室ボランティア
〜 先人たちの暮らしや文化に触れるお手伝い
るお手伝い 〜

昔の人々の仕事と暮らしを今に伝える
様々な民具や資料を展示して、郷土の歴史
に触れる機会を提供しています。小学生の
社会科見学では、蓮の収穫時に手を温めた「てっぽう」や海苔の養殖に用いた「べか
舟」、米俵を運んだ「大八車」など展示された民具や資料をボランティアの皆さんが
説明、解説して、子どもたちが当時の暮らしに思いをはせ、区の歴史と文化を学ぶサ
ポート活動を行っています。
また、小学生を対象に「鬼」や「おひなさま」など季節にちなんだ折り紙教室も開催
しています。

郷土資料室

昔のそろばんに興味津々の子ども達

一之江名主屋敷
江戸時代新田を開発し名主を務めた田島家の
お屋敷で、東京都の史跡にも指定されています。
周囲に堀をめぐらし、曲がり家造りの母屋や長屋
門、蔵など建物の他、屋敷林、屋敷畑、庭など江戸
時代そのままの佇まいを今に残しています。
いろりをかこんでゆったりと季節に
社会科見学で土間の説明をする
ここではボランティアの皆さんが、毎月竃で火
ちなんだ昔ばなしを語ります
ボランティア
を焚いて茅葺き屋根の燻煙作業や屋敷内の畑作
業を行っており、収穫した小麦粉を使って「うどん打ちの会」も開催しています。
今後の
の予定
予定
小学校の社会科見学の折は、屋敷内の誘導や見守り、解説等を行っています。ま
た、いろりを囲んで語り部ボランティアによる「名主屋敷の歳時記と昔ばなし」 【一之江名主屋敷】
お餅つき 1月28日（土）10：30〜
も開催されています。

史跡ウォーク
区内の史跡や神社仏閣等を訪ね歩く
「史跡
ウォーク」では、ガイド役のボランティアの皆
さんが史跡等の歴史や伝承などを説明、ご
案内しています。この催しは、毎年春と秋そ
れぞれ2回ずつ開催されています。
史跡の前で説明するボランティア
史跡
前 説 す ボ

昔ばなし 2月 4日（土）11：00〜
3月 4日（土）11：00〜
ひな人形の展示
2月21日（火）〜3月5日（日）

【郷土資料室】
おりがみ教室 ２月１５日（水）
１５
：00〜

【グリーンパレス】
（粉ひき）
うどん打ち ２月１８日（土）
（うどん打ち）
２月19日（日）

ボ ラ ン ティア フェ ス ティバ ル 今 年 も 開 催
〜みなさんの活動の場を広げてみませんか？〜
開催日時

平成29年7月9日（日曜日） 午前10時〜午後4時

会

タワーホール船堀

場

募集内容

展示やステージによる活動紹介等

詳しくは2月下旬にホームページで。

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頂ける団体

申

込

募集要項、
参加申込書は、2月下旬から配付
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ご存知ですか? このマーク
（ １１月 ・１２月分 ）
寄付（1件） 鶴岡地区物産協同組合様

内部障がいや、内臓疾患がある
ことを表すマークです。
身体内部（免疫機能や内臓、呼吸
器機能）に障がいがあることは、
周りからは見えにくいものです。
このマークを着用されている方
への配慮についてのご理解、ご
協力を宜しくお願いします。

1万円

使用済み切手 受領66件

9.9㎏
換金（4〜12月）39.9㎏ 24,200円

※ボランティアの振興に有効に使わせて頂きます。

ボランティア団体登録数
登録団体数：２０３団体

登録人数：６,１１５人

（平成28年12月現在）

ハートプラス
マーク

ボランティア保険の期限は
平成２９年３月３１日です

団体登録されている皆様へ

更新の時期を迎えます。更新手続きをお願いします。
現在ボランティアセンターに登録中の団体の登
録期限は、平成29年3月31日です。
引き続き登録を継続し、助成などの支援を希望
される団体は、所定の更新の手続きが必要にな
ります。
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。

ボランティア保険とは
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時
②ボランティアの方々が、ボランティア活動中
に他人に対してケガをさせてしまったり、物
を壊してしまったりなどして、損害賠償問題
が生じた時に保障されます。

お問い合わせ先…ボランティアセンター
TEL. 5662-7671 FAX. 3653-0740

加入はお一人様一口で、期間は4月1日以降の加入
した翌日から、当該年度の3月31日までです。
平成29年4月1日から有効の保険の申し込みは、
3月上旬から受付開始予定です。

ボランティア団体登録について

(公財)えどがわボランティアセンターに登録できる要件は４つ!

登録団体には―

■ 主に江戸川区内でボランティア活動を行っていること
■ 会員が5名以上であること
■ 年度終了後に団体の年間活動報告書を提出できること
■ 活動内容をセンターのホームページに

①ボランティア活動室（グリーンパレス内・
掲載できること
清新町二丁目アパート1階）
の無料貸し出し
②ボランティア保険の一部助成
③ボランティア活動費の一部助成のような支援をしています。

ボランティア活動とは、
自発性、社会性（公共性）、無償性
の3つの柱で成り立っています。

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、自治会に届けて下さるボランティアさんを
募集しています。発行は、
奇数月の第4火曜日です。
ウォーキングしながらのボランティア、
あなたもしてみませんか？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。
お届け先

江戸川女子中学・高等学校
愛国学園中学・高等学校
東京福祉専門学校
介護老人保健施設・くすのきの里
介護老人保健施設・ビーバス成光苑
小松川パークマンション自治会
ブリリア大島小松川公園自治会
小松川メゾンリバーサイド自治会
小松川1丁目ホウユー自治会
小松川セントラル自治会
コーシャハイム小松川1丁目住宅自治会
ナイス親水公園自治会
都営松江自治会
都営西瑞江第三自治会

住

所

お届け先

東小岩5丁目
西小岩5丁目
清新町2丁目
西葛西6丁目
北小岩2丁目
小松川2丁目
小松川1丁目
小松川1丁目
小松川1丁目
小松川1丁目
小松川1丁目
中 央4丁目
松 江5丁目
西瑞江4丁目

江戸川5丁目親和町会
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5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
北小岩江戸川町会
椿住宅自治会
鹿骨一丁目町会
新堀町会
春江町団地自治会

2

住

所

江戸川5丁目
江戸川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
江戸川5丁目
西葛西4丁目
西葛西2丁目
北小岩4丁目
春江町2丁目
鹿 骨1丁目
新 堀1丁目
春江町1丁目
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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

ＳＶｔｅａｍ ａ
ｉ
（スポーツボランティアチーム アイ） 柏会
①スポーツ大会の会場整理・選手受付・撤去等の運営サポート
②元気な方で、携帯型通信機器を持ちメールで連絡できる方
③主に土・日曜・休日／区内及び都内外
④飯塚 メール mnj-iizuka@crest.ocn.ne.jp（スポボラと記入）

①老人ホーム、デイサービスでの演奏や歌唱
②演芸ボランティアに興味があり、可能な限り参加いただける方
③月3回午後／瑞江ホーム、
さくらの杜他
④柏谷 電話5607-0813

特定非営利活動法人 江戸川在宅支援グループ

ジェロントピア菊華ボランティアの会

①保健・医療・福祉の増進を図る活動、街づくりの推進を図る活動他
②ＮＰＯ活動、福祉活動に理解があり、団体活動に協力できる方
③月曜から日曜／区内各所
④大越 電話5243-5577

①老人施設利用者のお話し相手、
施設のお手伝い他
②どなたでも
③月〜土曜9：00〜16：00で都合の良い時間
④ジェロントピア菊華事務室 電話5666-3030

傾聴ボランティア
「クローバー会」

さつき会

①傾聴での家庭内や子育ての悩み・高齢者支援
②傾聴に興味のある方
③定例会は毎月第4土曜10：00〜12：00／東部フレンドホール
④奥田 電話3653-6560

①老人ホーム支援、中央健康サポートセンターで子育て支援他
②女性
③毎週月曜午後、第1・第3木曜午前／アゼリー江戸川他
④鰐川 電話3651-0128

えどベリスの会

サタデーネット

①読みに困難を感じる方に、マルチメディアデイジー教科書等を製作
②自分専用のノートパソコン、
インターネット環境がある方
③各会員宅
④杉中 メール ｓｕｇ
ｉ
ｓｕｍｉ.ｓａｎｓａｎ3131＠ｇｍａ
ｉ
ｌ.ｃｏｍ

①特別養護老人ホーム・障がい者施設支援他
②会の目的に賛同し、
長期に活動いただける方
③不定期／なぎさ和楽苑・小岩ホーム・もぐらの家他
④髙橋 電話3670-8955

にほんごクラブ・ゆう

小岩日本語クラブ

①地域在住の外国人への日本語学習支援・交流
②資格・経験は問いません
③毎週水曜19：30〜21：30／平井コミュニティ会館
④片岡 電話5609-2072／kataoka-m@mvd.biglobe.ne.jp

①地域在住外国人への日本語学習支援・交流
②責任感と熱意があり、できるだけ休まずに参加できる方
③毎週日曜10：00〜12：00／小岩図書館
④戸塚 電話3657-5383

江戸川にほんごサークル

ふなぼり日本語クラブ

①在住外国人への日本語学習支援・交流
②18歳以上で、
会の目的・会則等に賛同する方
③第週土曜17：00〜18：30、18：50〜20：45／平井コミュニティ会館
④岩佐 電話3682-8528

①地域在住外国人への日本語学習支援・交流
②日本語ボランティアに関心があり継続して活動できる方
③毎週火曜13：30〜16：30／葛西図書館
④金野 電話3689-8187

国際江戸端会議

Ｆ＆Ｓの会

①日本語を教えることを通じて地域在住外国人支援・交流
②経験資格は不要、外国文化・国際交流に興味のある方
③毎週土曜13：00〜16：00／清新町コミュニティ会館
④端 メール keikohata@cilas.net

①日本語教室、地域在住外国人との交流
②国際交流、日本語指導に興味がある方
③毎週水曜10：00〜12：00／清新町コミュニティ会館
④白井 メール fands.kasai@gmail.com

江戸川みまもり隊

江戸川区生ごみ堆肥化実践クラブ

①主に1人暮らしの高齢者宅を訪問しての見守り活動他
②会の目的に賛同していただける方
③毎週水・金・土曜9：00〜12：00、13:00〜16：00／江戸川1、2丁目他
④伊久美 電話3698-8150

①生ごみ堆肥づくり技術の向上と講習会の開催
②講習会を受講された方
③不定期の午後（14：00〜16：00）
／タワーホール船堀他
④平永 電話3672-4781／ikigomi2003@gmail.com

江戸ものづくりサロン

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイドフォーラム

①ものを大切に使う江戸文化に学び、布ぞうり作り講習会を開催等
②講習会・勉強会に参加し、活動の趣旨に賛同いただける方
③不定期で月に2回くらい／タワーホール船堀
④佐藤 電話・FAX3655-1387／edosalon@jcom.home.ne.jp

①荒川流域のゴミ拾いをし、ゴミの出所、環境などを考える
②どなたでも
③不定期の午前
④藤森 電話3654-7240、FAX3654-7256／renraku@cleanaid.jp
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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

活動紹介

音の会

〜伝統文化を伝える100歳のハーモニー〜

音（ね）の会は、特別支援学級や軽度知的障がい者サークル、高齢
者施設等にて、箏を中心とした楽器演奏や演奏体験を行っている団
体です。また、茶道や書道などの体験を通じて外国の方々との交流
会も行っており、日本の伝統文化の普及に力を注いでいます。
12月4日（日）の江戸川区音楽祭では、箏や尺八で『荒城の月』を
はじめ3曲を演奏しました。
この日は、音の会の顧問で尺八奏者である笹岡晃山さんも出演。
笹岡さんは今年で100歳になられますが、音の会の方々と共に現役
ボランティアとして様々な活動に参加されています。
これからもこうした活動を通じ、多様な世代に日本の伝統文化を
伝えていきたいと思います。

ご利用ください

江戸川区音楽祭での演奏
（江戸川区総合文化センター）

『出前！ボランティア体験』福祉体験を通じた障がいへの理解

当協議会では、ボランティアセンターとの協働で「出前！ボランティア体験」事
業を実施しています。
この事業は、講師役の福祉ボランティアと障がい者とがチー
ムを組んで小中学校や高校、
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。
特に「見えない世界」や「聞こえない世界」のこと、
「車いすでの生活」等につい
ては、障がい者自らが、日常生活で「気づいてほしいこと」、
「困っていること」、
「手
伝ってほしいこと」を直接、具体的に説明します。

車いす体験の様子

例えば、このような体験ができます
車いす体験

障がいやバリアフリーについて理解するとともに、
誰もが住み
やすい地域について考えます。

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。
この体験を通して、
視覚障がい
者の日常やバリアフリーについて考えます。

点字体験

実際に点字を打つ体験を通して視覚障がい者の日常について
考えるとともに視覚障がい者を理解する一助とします。

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、
聴覚障がい
について考えます。

◆パラリンピック種目を体験メニューに追加

ゴールボール体験の様子（※）
（※）競技用のボールではなく、新聞紙等で
作成したボールで体験します。

今年度途中から、パラリンピック種目の「ゴールボール」や「ボッチャ」を体験メニューに追加しました。
この体験は競技を
楽しみつつ、
視覚に障がいのある方や車いす利用者への理解を深めることにつながっており、
大変好評をいただいています。
学校関係者の皆様、地域の諸団体の皆様、様々な機会にぜひ
「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。
（℡：5662-7671）

やまびこ伝言板
一般区民向け講演会

〜富山型デイサービスの23年〜

●日時 ： 平成29年3月25日（土）
13時〜16時
●会場 ： タワーホール船堀 4階 研修室
●講師 ： NPO法人デイサービスこのゆびとーまれ 代表 惣万 佳代子 氏
●参加費 ： 500円
●定員 ： 80名（先着順） ●申込み方法 ： 2月1日
（水）
〜往復はがきに氏名、
住所、
連絡先を明記
●申込み先 ： 〒134 0085 江戸川区南葛西7 2 5 311 高村宛て
●主催 ：ＮＰＯ法人江戸川・地域・共生を考える会
≪主催団体・
・・区内で障がいの有無や年齢に関係なく、
多様な人々が集う居場所づくりを展開するＮＰＯ団体≫
全国的に広がりつつある「富山型デイサービス（高齢者、障がい者（児）、子どもが一緒のデイサービス）」。
その23年間に及ぶ活動の内容や成果をご講演いただき、
これからの共生社会を考えます。
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