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求む、学習支援ボランティア!!

ここでも
ボランティア

子どもが輝く未来のために
江戸川区は、年間6千人もの子どもが生まれ、合計特殊出生率が東京23区の中でも高く、子育て世代には
住みやすいまちとして知られています。一方、様々な理由で勉強することが困難な小中学生や学ぶことを
諦めてしまう高校生がいることも事実です。
そこで江戸川区は、すべての子どもが明るい未来を思い描くことができるよう平成28年から区内各所で
学習支援事業を行っています。

子どもたちの 学び にあなたの力を!!
下表の教室では、大学生から社会人まで多くの皆さんが「学習支
援ボランティア」として活躍しています。
教室によって、小学生から高校生まで対象は違いますが、英語、数
学を中心に主要5科目の学習を支援しています。
マンツーマンが基本
ですが、
分からないことがあれば、
ボランティア同士で協力し、
教えています。
各教室では今、
このボランティアが不足していま
す。学習する子どもを第一に考え、寄り添ってくれ
るボランティアを募集しています。
子どものために何かをしたいとお考えの方、
特に、
新しいことにチャレンジしたいと考えている現役
これ
の大学生の皆さん、地域デビューを考えているシニ
どこの
こと？
わかって
ア世代の皆さんにおすすめのボランティアです。
すごい
きたよ
吸収力
教員の資格や経験は必要ありません。まずはお
だね〜
問い合わせのうえ、
「説明会」にお越しください。
なお、e-りびんぐでは、お菓子作りやお裁縫、
工作、習字、囲碁・将棋、園芸、食事作りなど、得意な
分野で 子どもの居場所 運営にご協力くださる
ボランティアも併せて募集中です。
マンツーマンで不安解消

「説明会」など詳しくは
こちらのQRコードから
ご覧ください

問合せ先

■ 学習支援ボランティア募集一覧 ■

NPO法人キッズドア
03-5879-4066

名称
（教室）

学習者

ボランティア募集対象

開催場所

開催曜日

活動時間
（応相談）

1655勉強cafe

中高生

大学生、専門学校生

共育プラザ

下記参照＊

16：30 〜 21：00

子ども家庭支援センター（瑞江）

土

12：30 〜 18：30

中学生

大学生、専門学校生、
社会人

長島桑川コミュニティ会館

日

9：30 〜 16：00

上一色コミュニティセンター

土

13：30 〜 17：00

江戸川さくら塾

さくら塾ジュニア

小学生

高校、大学、専門、社会人

上一色コミュニティセンター

日

9：30 〜 13：00

さくら予備校

高校生

大学、専門、社会人

上一色コミュニティセンター

土

17：30 〜 21：00

e-りびんぐ

小中学生

大学、専門、社会人

上一色コミュニティセンター

月、
水、木、金

15：00 〜 21：00

＊共育プラザの開催曜日

一之江（火） 南篠崎・小岩（水） 葛西・平井
（木） 南小岩（金）
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区民まつりに 遊び に 来てね
平成30年10月7日

日曜日

都立篠崎公園

朝9：00〜

今年も区民まつりのふれあい広場に、ブース出展をします。バルーンアートや手話・点字の
体験ができます。是非、お越しください。

自分の名前
で
字
点
や
話
手
う
表現してみよ

を
よろしく

お願い
します

うさぎ」、
風船で「剣」や「
作ってみよう
を
」
ル
ド
ー
プ
「

（数に限りがあります。）

★

★ バルーンアート作り ★

コチラ

アンパンマン風船
がもらえるよ

点字体験

★

です

江戸川区民まつり 会場図

★

手話体験

★

夏のボランティア体験 183名の方々が参加
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体験
していただく
「夏のボランティア体験」
に、
今年は延べ183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。

活動写真

図書館での
配架
特別養護
老人ホーム
での配膳
保育園での
子ども見守り

他にもいろいろなボランティアを体験してもらいました。

体験者
の声

ボランティア体験は初めてでしたが、とても楽しかったです。
図書館は本を貸し出すだけでなく区民の憩いの場にもなっていることがわかりました。
この体験を通して、将来保育士になりたいと心に決めることができました。
たった1日の体験が深みのある忘れられない1日となりました。

ボランティア団体登録数
登録団体数：208団体

使用済み切手

登録人数：6,368人

７月・８月分

（平成30年8月現在）

2

受領

48件

20.8㎏

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。

TEL 5662-7671

FAX 3653-0740

特別養護老人ホーム 癒しの里西小松川

特別養護老人ホーム・デイサービス 第二みどりの郷

内容…レクリエーションのお手伝い、お話し相手、館内
の清掃、イベント時に慰問してくださる方
日時…随時（ご相談ください）
場所…西小松川1-21
都バス【東小松川二丁目】下車徒歩8分
服装…動きやすい服装で。上履きをご持参ください
交通費・食事…支給なし
TEL…03-3654-7650 担当：冨山

内容…レクリエーション補助、お話し相手や将棋、生け
花等の趣味活動
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川2-15-22
京成バス【江戸川清掃工場】下車1分
都営新宿線【瑞江】駅下車徒歩15分
交通費・食事…支給なし
TEL…03-5664-2029 特養担当：久保田
デイサービス担当：出山（でやま）

ライブラリ葛西デイサービスセンター
老人保健施設 くすのきの里

内容…お話し相手、将棋の相手、花壇のお手入れ、特技
を生かしたことをご提案いただくことも大歓迎で
す。男性の方も大歓迎です。
日時…10時〜16時（応相談）
曜日や回数は問いません。
場所…中葛西6-17-9 東西線【葛西】駅下車徒歩10分
交通費…実費支給
食事…支給
TEL…03-3869-0698 担当：田中、木川（きがわ）

内容…施設に入所している方と楽しくお習字をしてくだ
さい
日時…応相談（時間は13時〜15時の間）週1回程度
場所…西葛西6-19-8 東西線【西葛西】駅下車徒歩5分
交通費…実費支給
食事…支給なし
TEL…03-3675-2518 担当：片岡

水辺環境創造グループ「みずかん」
グループホーム あやめ

（江戸川区カヌー協会ECA所属）

内容…入居者の方のお話し相手、昔遊び、清掃、散策の
付き添いや日常生活の補助など
日時…随時（応相談）
場所…南小岩3-9-17 JR総武線
【小岩】駅下車徒歩15分
交通費…実費支給
食事…支給なし
TEL…03-5622-1710 担当：須藤・八幡（やはた）

内容…水辺の清掃（カヤックと陸上の水陸両面からの掃
除）10時〜11時／カヤック体験の乗船、
補助（未
経験でも可）13時〜16時
日時…毎月1回日曜日 10時〜
（年内の活動は10月14日、
11月25日の2日間です）
オフシーズンは、カヤックなどの掃除をします
場所…新川さくら館（船堀7-15-12）前
都営新宿線【船堀】駅下車徒歩16分
都バス【三角】下車徒歩3分
交通費・食事…支給なし
問合せ先…NPO法人ヒーライトねっと内
みずかん事務局 担当：斎藤
TEL 03-6808-4461
URL http://mizukan.tokyo/
メール mizukanedogawa@gmail.com

デイサービスセンターなごやか葛西
内容…お年寄りの話し相手、昼食準備のお手伝い、外出
時の車イスの移動介助や特技を生かしたご提案な
ども大歓迎です。
日時…随時（応相談）午前10時〜午後1時30分ごろまで
場所…東葛西8-3-1 ヴィルメゾン葛西1階
東西線【葛西】駅下車徒歩10分
交通費…500円以内で実費支給
食事…支給なし
TEL…03-5667-4794 担当：嶋田

日本語サロンedobata（日本語ボランティア）
内容…日本語で外国人に日本語を教えたり、話し相手を
したりするボランティア（全て日本語で会話する
為、外国語力は必要ありません）
日時…毎週土曜日（第5土曜日を除く）13時〜16時
場所…清新町コミュニティ会館（清新町1-2-2）
清新町ボランティア活動室（都営清新町二丁目第
二アパート1階）
年会費…1,200円
交通費・食事…支給なし
問合せ先…えどがわボランティアセンター TEL 5662-7671

サービス付き高齢者向けさくらレジデンス篠崎
内容…入居者の方の囲碁や将棋の相手、折り紙・絵手紙
を一緒にやって頂ける方。
日時…随時（応相談）
場所…篠崎町4-21-10 新宿線【篠崎】駅下車徒歩15分
バス停【新町商店街】
【スポーツランド入口】下車
徒歩2分
TEL…03-6231-8980 担当：芝崎（しばざき）
●

ボランティアセンターだより配付ボランティア募集

内容…完成したボランティアセンターだよりをボランティア
センターから町会の担当の方にお届けいただく活動で
す。お届け先の地図はこちらでお付けします。
日時…11月27日、31年1月22日、3月26日の火曜日です。
（奇数月の第4火曜日になります。
）

●

募集エリア…小松川1丁目から4丁目、東小岩、
北小岩、南篠崎町、鹿骨、新堀など
詳しくはお問い合わせください。
問合せ…ボランティアセンター TEL 5662-7671
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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

パラリンピック2年前イベントに参加しました！！
8月25日（土）、タワーホール船堀で『パラリンピックまであと2年』のカウントダウンイベントが
開催されました。
当会は共生社会コーナーで、
「出前！ボランティア体験事業」
の紹介や、車いす介助
やガイドヘルプ、点字、手話の体験コーナーに出展しました。
また、
「 出前！ボランティア体験事業」に参加している障がい当
事者からのメッセージや、まちで見かける障がい者マークの展
示なども行ないました。
スタンプラリーに組み入れていただいたことで、約400名も
の方に体験いただきました。
このようなイベント参加によって、
より多くの方々に障がい者理解を深めてもらえる良い機会に
なりました。

点字体験コーナー

車いす体験コーナー

ガイドヘルプ体験コーナー

手話体験コーナー

現在、オリンピック、パラリンピックが注目されてますが、
我々の「出前！ボランティア体験」でも昨年度からパラリン
ピック競技種目の「ボッチャ体験」を始めました。このこと
で、
楽しみながら障がいについて認識を深めていただくこと
ができていると感じています。
学校関係者の皆様、町会、自治会、事業所の皆様、是非「出
前！ボランティア体験事業」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

●

江戸川区民まつり

TEL5662-7671

ボッチャ体験の様子

鶴岡市コーナーへ参加協力

●

当会では10月7日(日)に行われる江戸川区民まつりに各団体がそれぞれ参加するとともに、
毎年交流を行っている鶴岡市が出店します。
○ミニ天神まつり
○餅つきコーナー(餅つき、餅の振舞い)
○芋煮コーナー(芋煮、
販売)
当会も参加協力し交流を深めています。
是非区民まつりにお出かけの折にはお立ち寄りください。
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