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　昨年5月、小岩、松江北、長島桑川の3か所に開設された
「なごみの家」。
　ここは、子どもから熟年者まで誰もが立寄れるまちの居
場所、交流の場です。学校帰りの子どもたちや買い物・散歩
の途中の熟年者の方々など、多くの方々が集まって思い思い
に楽しいひと時を過ごしています。

なごみの家では、活動に参加してくださる
ボランティアさんを募集しています

なごみの家では、活動に参加してくださる
ボランティアさんを募集しています

「なごみの家 鹿骨」が
4月1日オープン

「なごみの家 鹿骨」が
4月1日オープン

住所：鹿骨1‒54‒2
TEL・FAX：03（3670）4753
　　　　   （4月1日からお願いします）
交通：京成バス　小76「鹿骨区民館」下車すぐ

2017えどがわボランティアフェスティバル イメージ画の募集
　あなたがイメージする「ボランティア」の絵を募集します。「ありがとうと言われた思い出」や「おもいやり」、
「してもらって嬉しかったこと」、「してあげて喜ばれたこと」などを思い浮かべて描いてみませんか？
　応募作品は全て、「ボランティアフェスティバル」（7月9日（日）タワーホール船堀で開催予定）の会場に掲
示します。たくさんのご応募お待ちしております。

①8つ切りサイズの画用紙（39.2cm×27.1cm）
②横書き
③色鉛筆など薄いものは不可
④区内在住、在勤、在学の方
⑤締切は5月6日（土）センター必着
　（グループやお友達同士の共同作成も可）

●最優秀作品は、ボランティ
アフェスティバルＰＲ用ポ
スターに採用します。
●最優秀作品、優秀作品に
選ばれた方には、記念品
を差し上げます。

　鹿骨区民館フラワーホール1階に、
4番目の拠点として仲間入りします。

地域総ぐるみの“支えあい”の拠点地域総ぐるみの“支えあい”の拠点

「なごみの家」に あなたも参加を「なごみの家」に あなたも参加を

　「なごみの家」は、子ども食堂や学習支援、健康体操、お話
し相手など多くのボランティアに支えられ、運営されていま
す。あなたも「なごみの家」の活動に参加しませんか？
　まずはお近くの「なごみの家」にお気軽にいらしてください。

なごみの家 所在地
名　称 住　　所 ・ 電　　話

江戸川区東小岩5-19-8

江戸川区中央2-13-12

江戸川区東葛西6-34-1

Tel･Fax：3658-4753

Tel･Fax：3652-4753

Tel･Fax：3680-2753
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鹿骨事務所
鹿骨健康サポート
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交番

鹿骨東小学校

新堀小学校
鹿骨中学校
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2016年の最優秀作品
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ボランティア団体会員募集

※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 13㎏受 領  64件
ボランティア団体登録数

(平成29年2月末現在）
登録団体数:203団体  登録人数:6,115人

○えどがわボランティアフェスティバル
　〔7月9日（日）〕

○夏のボランティア体験（夏休み期間中）
○外国人・障がい者の災害体験
　〔9～10月頃実施予定〕
○区民まつり（点字・手話
　体験）〔10月8日（日）〕

養　成　講　座養　成　講　座普 及・紹 介・体 験普 及・紹 介・体 験

○日本語ボランティア入門講座（8回コース）
　〔年1回実施予定（10～11月）〕 

　当センターの事務室とボランティア活動室
の場所がグリーンパレスの中で移動しました。
　特にボランティア活動室は、レイアウトが変
わったことで以下のとおり使い方が変わりま
した。

　2月8日、登録団体による「交流会」が開催され、
72団体100人の方が参加しました。
　前半は、東京ボランティア・市民活動センター
の森専門相談員の講演、その後グループごとに
募集チラシのサンプルを題材に会員募集や活
動状況などについて、意見交換しました。
　講演では、「新しい会員さんが入ると、活動の
幅が広がる」「募集は、活動内容がちゃんと伝わ
るような表現で」など、ボランティア募集につい
て講師の日頃の相談業務での経験に基づいた
事例をもとに、
わかりやすく
お話しいただ
きました。
　また、意見交
換では、団体運
営上の課題を
共有しました。

当センターのレイアウトが
変わりました

当センターのレイアウトが
変わりました

当センターのレイアウトが
変わりました

1月・2月分

国際交流

福祉
○手話入門講座（15回コース）
　〔年2回実施予定　5月開始、10月開始〕 
○初心者のための音訳講座（10回コース）
　〔年1回実施予定（9～11月）〕  
○デイジー録音図書製作講座（2回コース）
　〔詳細未定〕 

災害
○災害時ボランティア
　養成講座〔2～3回程
　度実施予定〕

えどがわボランティアセンター
TEL.5662-7671　FAX.3653-0740

お問い合わせ、
活動室の
お申込み

●利用時間が1時間単位
で申込みできるように
なりました。

●利用人数により、2団体
まで同時に利用できる
ようになりました。

●印刷機のみの利用がで
きるようになりました。

詳しくはお問い合わせください。

平成29年度 事 業 紹 介平成29年度 事 業 紹 介

昨年度のボランティア
フェスティバルの1コ
マです。
子どもたちが南京玉す
だれに挑戦しています。

昨年度の夏のボランティア
体験の様子です。
中学生が、葛西臨海公園の
花壇の手入れをしました。

普及、紹介、体験

「効果的な!?ボランティアの募集」を
テーマにボランティア交流会を開催

講座の募集時期などの詳細は、随時センターホームページ及び広報えどがわでお知らせします。

度実施予定〕

昨年度の外国人・障害者の災害体験の様子です。
はじめて交流会を実施しました。
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ボランティア団体会員募集ボランティア団体会員募集

手づくりサークルポケット
①ものづくりを通しての仲間作り。エコについて考える
②会の目的に賛同し、長期的に活動し、手芸好きの方
③不定期（月に3回以上） タワーホール船堀・勤労福祉会館
④荒木  電話 03-3686-4423
　　　  メール araki823@smail.plala.or.jp

おはなしポポの森
①乳幼児、児童、学童のためのお話し会実施
②区内で活動できる18歳以上の方で子ども好きの方
　未経験でも歓迎します。
③随時（活動先による） 区内図書館・すくすくスクール
④粟屋（あわや）  電話・Fax 03-3652-6441

養　成　講　座普 及・紹 介・体 験

•5月13日（土）18時～21時（前日準備）
　土俵設置、サブイベント準備、各種運営準備
•5月14日（日）7時～17時（当日運営）
　場内外警備、小学生誘導、片づけ
区内在住の中学生以上の方
江戸川区総合体育館
（松本1-35-1）
当日は動きやすい服装で。
交通費は各自負担。詳細は、
担当者までお願いします。
東京青年会議所：越野　電話 090-6133-7529

地域の子どもたちの、心身の鍛練と健康増進を目的に
「わんぱく相撲江戸川区大会」を開催します。41回目と
なる大会を支えてくださるボランティアを募集します。

■ヘルパーの資格はなくて大丈夫です。
好きなことは、カラオケ・ウィンドーショッピング。
好きな歌手は、いきものがかり、ドリカム、ゆず、嵐、
SMAPです。
chopperkekorin@yahoo.co.jp
までご連絡をください。お待ちしております。

当センターのレイアウトが
変わりました

当センターのレイアウトが
変わりました

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

介助ボランティア募集（女性限定）第41回わんぱく相撲江戸川区大会
ボランティア募集

日 時
内 容

対 象
会 場

連絡先

その他

特別養護老人ホーム

アゼリー江戸川 （本一色2-13-25）

（平井7-13-32）

（臨海町1-4-4）

（北小岩5-34-10）

内 容

連絡先

特別養護老人ホーム

ウエル江戸川
内 容
連絡先

特別養護老人ホーム

みどりの郷福楽園
内 容

連絡先

特別養護老人ホーム

泰　山
内 容

連絡先

特別養護老人ホーム

暖  心  苑 （北葛西4-3-16）

（西葛西8-1-1）

（江戸川2-15-22）

内 容

連絡先

シーツ交換・フロアー手伝いなど
（1時間程度の短い時間でも構いません。 活動の
前にオリエンテーションを行います。）
03-3877-0100
担当：簗場（やなば）・一之宮（いちのみや）

特別養護老人ホーム

なぎさ和楽苑
内 容

連絡先

連絡先

傾聴、お話し相手、清掃、シーツ交換、デイサービス
でのレクリエーション補助、喫茶補助、外出支援、
花壇の手入れなど（学生も歓迎します）
03-3675-1201　担当：釜島（かましま）

特別養護老人ホーム

第二みどりの郷
内 容 レクリエーション補助、お話し相手、将棋、

生け花等の趣味活動
03-5664-2029　担当：金子（かねこ）

ここに掲載されているボランティア募集の記事は、概要です。詳しいことは、各施設の担当者まで、
直接お問合せください。

お話し相手、レクリエーションの補助、その他
お得意な活動で。短時間歓迎。
03-5622-1165　担当：亀田（かめだ）

（大杉2-10-16）
軽費老人ホーム（ケアハウス）・デイサービス

アゼリーアネックス
内 容

連絡先

デイサービス（麻雀、お茶くみ、話し相手）
ケアハウス（シーツ交換、話し相手）
03-5607-6550
担当：野崎（のざき）・中野（なかの）

お話し相手、趣味活動（生け花、手芸、書道、楽器
演奏）など
03-5659-4122
担当：川久保（かわくぼ）・中村（なかむら）

シーツ交換
03-3617-1112　担当：佐藤（さとう）

外出の付き添い・洗濯物整理・お話し相手、施設
内のお掃除・レクリエーション活動のお手伝い
（特に外出時の付添いをお願いします）
03-5607-0482　担当：志村（しむら）

内 容

時 間

脳性マヒの女性の方の食事、トイレ、着替え、寝
返りやバス停への送り迎えなど生活全般の介
助、買い物援助、外出支援
平日の水曜17時～22時
土日の9時～16時

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

特別養護老人ホーム

清  心  苑 （西一之江4-9-24）

内 容

連絡先

ホームでのシーツ交換・洗濯物整理・お話し相手、
デイサービスでの手芸、書道、民謡、絵手紙の作業
をする際の指導補助等
03-3655-5963　担当：大池 （おおいけ）

平成29年度 事 業 紹 介
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やまびこ伝言板

　当会は昭和48年に発足し、講演会やキッズランドの開催、家庭教育セミナーにおける保育ボラン
ティアなど、多岐にわたって活動しており、現在は13サークルが所属しています。
　取材に行った日は、当会が行う年頭の恒例行事である「味な交流会」が行われていました。この交流

会は参加者が手料理を1品ずつ
持ち寄り、飾り付けも全て手作
りで行います。会員はもちろん、
赤ちゃんをおんぶして上のお子
さんと一緒に参加しているママ
が嬉しそうに手料理を持ってき
ていたりと、参加者の皆さんの
賑わいに明るい未来を感じるこ
とができました。

NPO法人 江戸川・地域・共生を考える会
～みんなが一緒で温かい交流～

当協議会の創立30周年記念式典・祝賀会を行いました
　3月7日（火）にグリーンパレスで創立30周年の記念式典と祝賀会を
行いました。
　当日は感謝状の贈呈や会員による余興を行い、多田江戸川区長さん
をはじめ、多くの来賓の方々と一緒に創立30周年をお祝いしました。
　この先の40周年や50周年に向けて、今後も継続してボランティア
をしていきたいと思った一日でした。

　当会の「富山型デイサービス『一緒がいいね　ひなたぼっこ』」は、南葛西の区立「あったかハウス」で
毎週水、金曜日と第3日曜日に開かれています。
　富山型デイサービスとは、赤ちゃんからお年寄りまで、障がいの有無に関わらず、ひとつ屋根の下で
一緒に過ごすことをモットーとした居場所づくりの総称で、現在全国的に注目されています。
　取材に伺った日は、ボランティアさんが弾くアコーディオンで歌や踊りを楽しんでくれる人たち、楽
しくおしゃべりや折り紙をする子どもたちと熟年者、焼き芋を焼くボランティアさんと一緒においしそ
うに食べる子どもたちなど、全員が同じことをするのではなく、それぞれが自由にやりたいことを楽し
んでいました。
　ＮＨＫラジオ深夜便を聞いて
見学に来た方やボランティア志
望の大学生など、たくさんの
方々がそれぞれの力を出し合っ
ていて、素敵な「あったか家族」
でした。

活動紹介活動紹介

活動紹介活動紹介 江戸川区家庭教育サークル連絡会

なごみの家では、活動に参加してくださる
ボランティアさんを募集しています

「なごみの家 鹿骨」が
4月1日オープン

地域総ぐるみの“支えあい”の拠点

「なごみの家」に あなたも参加を

新　

中　

川

なごみの家 鹿骨

なごみの家　松江北

なごみの家　小 岩 なごみの家　長島桑川

子どもと熟年者が談笑している様子焼き芋を焼くボランティアさんと子供たちの様子

味な交流会の様子① 味な交流会の様子②

会員による余興の様子

えどがわボランティアセンターだより
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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

ボランティア通信　「やまびこ」コーナー
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