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今、スポーツボランティアが 熱い

ここでも
ボランティア

様々なスポ ツやレクリエ シ ン等の大会 イベントを支援するスポーツボランティア。
様々なスポーツやレクリエーション等の大会、
イベントを支援するスポ ツボランティ
ィア
ｉ（スポーツボランティアチーム アイ）では、主催者から
ＳＶｔｅａｍ ａ
の要請、
募集を受け、
各地のマラソン大会やイベント会場で、
受付や給水、
歩行者の誘導、記録、出演者の案内など様々な活動を行っています。記録
達成に立ち会ったり、選手のみなさんから「ありがとう」と笑顔をもらっ
たりすることに充実感を得られる活動です。
また2020東京オリンピック・
パラリンピック大会を視野に、
英会話や手話にも挑戦しています。
代表の飯塚さんは「派手な活動ではありません
水分取って
マラソン大会で活動
頑張って
が、
『 自由に参加して経験を積み、自ら楽しむ』を
している team ai の
モットーに、大会が事故なくスムーズに進行するよ
みなさん
う活動しています。皆さんもご一緒に活動しません
か？」
と話しています。
コー
問合せ先：SVteam ai（スポーツボランティアチーム アイ）
代表：飯塚 080-1051-1433 mnj-iizuka@crest.ocn.ne.jp

ス
こっち
だよ

〜

＊2020東京オリンピック・パラリンピックの大会ボランティア、都市ボランティアの募集が、9月中旬から始まります。

秋 から始まる講座

勉強の秋 講座の秋
始めてみよう

講座名

内容

定員

期間・回数

日本語ボランティア
入門講座

日本語を教えるボランティア活動に必要な
要な
初歩的な技術を学びます。

30名

10月 12月の毎週土曜日
10月〜12月の毎週土曜日
10：00〜12：00 全8回（予定）

手話入門講座

一から手話を始めたい方の講座です。
初歩的な技術を学びます。

30名

10月〜H31年2月まで
毎週土曜日（予定） 全15回

〜大災害！そのとき
あなたは？家族は？
地域は？〜

大災害発災後、いかに生き延びるか、いかに
復興に向けて取り組むか、平常時から、災害
への備えを学ぶ講座です。

20名

10月16日、18日、23日、25日、
30日、
11月1日18：30〜20：30、
20日10：00〜15：00

初心者のための
音訳講座

視覚障がい者のために対面朗読の技術や
デジタル録音資料作成について学びます。

25名

初めての傾聴

傾聴とは？聴く（傾聴）ことの基礎知識を
学びます。

30名

11月16日（金）・22日（木）
全2回の講座

デイジー録音図書

視覚障がい者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。

20名

詳細は未定です。
決まり次第お知らせします。

9月12日〜11月14日
（水）全10回の講座 10：00〜12：00

＊受講できる対象は原則として区内在住、在勤、在学で18歳以上の方。
＊会場は、グリーンパレスです（ただし、音訳講座の最終日及びデイジー録音図書講座の会場は、中央図書館になります）。
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まだ間に合います!!
!! 2018 夏のボランティア体験
ボランティア活動に興味がありながらも、普段は学校や仕事で時間が取れない方へ !
夏休みを利用して「ボランティア体験」をしてみませんか。区内の施設、ボランティア団体が、
皆さんの参加を待ってます。まずは以下の説明会にご参加ください。
お年寄りとふれあい
説明会日程
事前予約不要
直接会場に
お越し下さい

日程

曜日

時間

会場
（※）

7月27日
8月 1日
8月 7日

金
水
火

18：30〜19：30
15：00〜16：00
15：00〜16：00

集会室405
集会室405
集会室405

子どもと
ふれあい

※会場は全てグリーンパレス内です。

活 動 先

熟年者施設、障がい者（児）施設、保育園
図書館、共育プラザ、すくすくスクールなど

費

300円（ボランティア保険料）

用

他にもいろいろな
体験があります

※高校生以下の方は、保護者の同意が必要です。
※施設によって受入れが可能な期間が異なります。概ね8月18日（土）
までにはお申し込みください。
※活動先の一覧は、当センターの窓口で配布している他、ホームページで公開しています。

ホームページは
右記QRコードに
アクセス!

2018えどがわボランティアフェスティバル大盛況でした
7月8日（日）タワーホール船堀でボランティアフェスティバル」が盛大に開催されました。
天候にも恵まれ、延べ5000人の区民の皆さんにご来場いただきました。
参加団体の皆さんをはじめ、高校や専門学校の学生ボランティアの皆さんの協力により、大いに楽しんで
いただくことができました。
ご協力くださった皆様、イベントを盛り上げてくださった皆様、ご協賛いただきました企業の皆様、本当に
ありがとうございました。

ステージでの発表の様子

車いす操作体験の様子

警視総監賞受賞

KSRC

記念写真コーナーの様子

祝

小松川・葛西のK、セーフティの
S、ライダーズのR、クラブのCの
それぞれの頭文字をとったグループ
KSRCという登録団体です。
今回、二輪車の安全講習の補助な
ど、長年の功績が認められ、会のメ
ンバーであり、創設者の茂木さんが
警視総監感謝状を受賞されました。
オートバイで安全に走ることがで
きる環境を作りたい!と思ったこと
がきっかけで立ち上がった団体も、 代表の森野さんと受賞メダル
今年で38年目になります。
区内で事故が起きると会員で勉強会を実施
し、区民の皆さんが安全に二輪車に乗れるよ
う、常に考えて行動しています。
二輪車に安全に乗りたい、乗ってほしいと
思っている方、是非ボランティアセンターへ
お問い合わせください。

景観まちづくり賞受賞

一之江抹香亭ボランティア
〜江戸時代の旧家を 季節の風物で彩る活動〜

「一之江抹香亭ボランティア」の皆さんは、七草粥、雛人
形、五月人形、七夕飾り、月見の宴、春の七草の寄せ植えな
どの季節を楽しむ行事で抹香亭を訪れる方々をおもてなしし
ています。この活動が、日本文化の継承や施設の魅力づくり
に貢献したということで、第7回景観まちづくり賞を受賞さ
れました。
代表の岡崎さんは、
幅広い年齢の方々、外
国の方々と交流できる
ことが活動の喜びとお
話しされています。
活動に興味のある方
はボランティアセン
ターまでお問合せくだ
さい。

使用済み切手

ボランティア団体登録数
登録団体数：206団体

東京五輪音頭−2020−の様子

登録人数：6,342人

５月・６月分

（平成30年7月現在）

2

受領

56件

12.8㎏

ボランティア活動の振興のために有効に使わせて頂きます。
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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。

ボランティア募集情報

TEL 5662-7671

FAX 3653-0740

行って楽しい 見て楽しい お祭りボランティア大募集
第15回 一之江あゆみの園祭り
（障がい者施設）

第9回

内容…祭りのボランティア、模擬店のお手伝い（ゲームコー
ナーや作業体験、販売など）、会場整理（駐輪場の整
理など）
日程…平成30年9月2日（日）
午前9時〜午後4時（集合 午前8時45分）
服装…動きやすい服装でお越しください
募集人数…男女問わず20名
交通費…支給なし・食事…支給あり
締切…8月17日（金）
場所…江戸川区立さくらの家（小松川3-13-4）
連絡先…03-5836-2033 Fax03-5836-2035
担当：廣津（ひろつ）・平田

内容…祭りの準備、模擬店、バザーでの販売、利用者の付き
添い、祭りの後の片付け等
日程…平成30年9月23日（日） 午前9時半〜午後4時
服装…動きやすい服装
持ち物…リュックまたはポーチ（貴重品を各自で管理して頂
くため）
募集人数…男女問わず20名 18歳〜65歳ぐらいまで
交通費…500円
食事…支給
締切…8月17日（金）
場所…一之江あゆみの園（西一之江3-12-13）
連絡先…03-5661-5171 担当：石川・神田

第32回

さくらの家祭り（障がい者施設）

希望の家祭り（障がい者施設）

第26回

内容…利用者の方に付き添って頂き、希望の家まつりを楽し
んだり、各コーナーや模擬店のお手伝いなどしていた
だいたりします。
日程…平成30年9月30日（日）
午前9時〜午後4時（集合 午前8時半）
服装…動きやすい服装
募集人数…男女問わず180名
交通費…支給なし
食事…支給
締切…8月31日（金）
場所…江戸川区立希望の家（江戸川5-32-6）
連絡先…03-5676-7070 担当：勝俣・池田・平林・土本
（ツチモト）・木下・青島

みんなの家まつり（障がい者施設）

内容…利用者の方に付き添って各コーナーのお手伝いをし
て頂きます。
日程…平成30年10月14日（日）
午前9時〜午後4時（集合 午前9時）
服装…動きやすい服装（参加して頂ける方には事前に資料
を送ります）
募集人数…特になし
交通費…なし
食事…支給
締切…8月24日（金）
場所…江戸川区立みんなの家（本一色3-38-3）
3）
連絡先…03-5662-3411 担当：岡田・首藤（しゅとう）

江東園ケアセンターつばき（知的障がい者施設）

特別養護老人ホーム 江戸川光照苑

内容…昼食時の準備、片づけのサポート、陶芸、紙工、散歩
のサポート清掃作業など
日時…月曜から金曜の午前9時〜午後4時半の間のご都合の
良い時間（週1回、1時間からでも可能です）
（知的障がい者通所施設、高齢者デイサービス、保育
園が一緒になった複合施設です）
場所…江東園ケアセンターつばき『えぽっく』
（春江町2-5-15）
京成バス「春江中学校」下車徒歩5分
連絡先…03-5636-6211 担当：田邉・柴田

内容…リネン交換・入浴後のドライヤー
（整容）・入居者の方
の活動の補助など
日時…リネン交換は木曜日の午前10時〜11時・整容は平日
の午前9時〜11時・活動補助は平日の午後2時〜3時
交通費・食事…支給なし
場所…特別養護老人ホーム 江戸川光照苑（北小岩5-7-2）
「JR小岩駅」
下車徒歩14分、
「京成小岩駅」下車徒歩5分
連絡先…03-5612-7193 担当：渡辺

高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護
せらび篠崎

MOA美術館江戸川区児童作品展

内容…居室清掃、洗車、窓清掃、お話し相手
日時…随時（活動時間等ご相談ください）
場所…せらび篠崎（東篠崎1-5-2）
京成バス「新町商店街」下車徒歩10分
連絡先…03-5666-6541 担当：小川

内容…MOA美術館江戸川区児童作品展での作品（絵画・書
写）の展示、撤収作業
日程…展示作業＝平成30年10月13日（土）
午前9時〜正午
撤収作業＝平成30年10月14日（日）
午後2時半〜4時半
※どちらか1日でも可
服装…動きやすい服装でお越しください。
募集人数…各日10名（中学生以上の方）
交通費・食事…支給なし
締切…平成30年9月28日（金）
場所…タワーホール船堀（船堀4-1-1）
連絡先…03-5243-5296 担当：國歳（くにとし）

介護老人保健施設 ジェロントピア菊華
内容…お話し相手、食事の配膳、下膳、入居者の方入浴後の
ドライヤー（整容）、食器洗い、お散歩の介助など
日時…月〜土の午前9時〜午後3時半（応相談）
場所…ジェロントピア菊華（鹿骨3-20-3）
連絡先…03-5666-3030 担当：金巻（かねまき）

3

えどがわボランティアセンターだより

第

33

号

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

ボランティア入門講座

「障がいを知ろう」を開催しました !!
平成30年6月9日（土）13時30分からグリーンパレスの高砂・羽衣
にて、
「障がいを知る」というテーマでボランティア入門講座を開催し
ました。定員を超える35名の方々に参加をいただき、大盛況の講座
となりました。
講座では、障がい者の方々が日頃利用している生活便利グッズの
紹介や、障がいを抱えながらも日頃ボランティア活動をされている
講師（肢体不自由、視覚、聴覚）の方々が生活の中で困ったことや、
助けてもらって嬉しかったこと、障がいをどのように乗り越えてきた
か、どのような趣味を持っているかなどを具体的に話していただきま
した。また、講話の後には実際に車いすの操作方法や視覚障がい者
の同行支援の体験を行ない、障がい者を支援する方法を学ぶことで
障がい者への理解を深めました。
最後に、福祉ボランティアをはじめとするボランティア
活動の紹介で講座を終了しました。この講座を通じて一人
でもボランティア活動の一歩を踏み出していただける方
が増えれば嬉しいです。今後も当会では、このような入門
講座を定期的に開催していく予定です。
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。
（TEL：5662-7671)

出前ボランティア体験
当会ではボランティアセンターと協働で「出前ボランティア体験」事業を行っています。この
事業は小・中学校、高校、事業所、地域の諸団体などに出向き、障がいのある方から、普段の生活
の中で不安や不自由を感じる場面などを直接話していただくとともに、車いすの乗降や介助、
ガイドヘルプ、手話・点字等の体験を通じて障がい者の方々への理解を深めるとともに住みよい
地域社会について考えていただくものです。
学校関係者の方、地域の諸団体の方、様々な機会に、是非この出前ボランティア事業をご活用
ください。お問い合わせはボランティアセンターまで（TEL：5662-7671)

29年度活動報告

体験者の感想
私は障がい者の方たちを見かけた事がなく、この総合の授業ではもっと暗
い顔をされているのかと勝手な想像ばかりしていました。ですが、会った時、
ずっとニコニコ笑っていて、スゴイな！かっこいいなと思ったくらいです。その
笑顔はとても人生が楽しいと言っているようで見ているこっちも笑えてきて
しまう笑顔で、これからもその笑顔を絶やさず、頑張ってください。
小学4年生

4

女の子

小学校

32回

3,488人

中学校

6回

1,382人

高

校

4回

855人

その他

4回

131人

46回

5,856人

計

