
布草履作り

これから
　このほか、似顔絵教室や健康講座を開催するなど、
さらに多くの方々に気軽に立ち寄っていただけるよう
活動を進めています。
　代表の安藤さんは、「次は、商店街の空店舗を借り
て、買い物ついでに近所で気楽に集える場所や起業
にチャレンジしたい若者と地元をつなげる場所を作
りたい」と熱く話しています。

　１階では、お気に入りの曲をBGMに布草履を作る
方々。この交流の場の活動に賛同し寄付していただい
た布を活用して作っています。
　月曜日～金曜日のほぼ毎日、会員がこの作業のため
に詰めています。また、布草履作りの講習会も定期的に
開催されてい
ます。皆さんも
ご一緒におしゃ
べりをしながら、
オリジナル布
草履を作ってみ
ませんか。

大正琴教室オレンジカフェ
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　　　　　　　「人生大学まちづくり暮らしの会」は、社会貢献を
志す区民の皆さんが学ぶ江戸川総合人生大学の卒業生が、空き家を
有効活用してまちづくりに貢献しようと立ち上げたボランティア団体
です。一之江境川親水公園沿いの一戸建ての民家を借り、屋根を修理
し、庭に菜園を作り「暮らしの会研修所」を開設しました。
　ここでオレンジカフェや子ども向けの大正琴教室、布草履作り教室
など、さまざまな教室を開催し、地域の方々が気軽にくつろぎ、交流
できる場となっています。

問合せ先：安藤　髙志
電話：080-5418-4217
暮らしの会研修所
江戸川区一之江5-8-29

区民向け講座

　1階では、認知症の方と家族、地域の方々や介護の専
門家などが集い、お茶を飲んだりして気楽に交流する
場であるオレンジカフェ（認知症カフェ）を地域包括支
援センターと連携して開催しています。

　レクリエーションに笑いヨガ
や落語、大正琴など工夫を凝
らして開催しており、カフェに
は毎回30人以上の方が参加。
にぎやかで楽しいひと時を過
ごしています。皆さんもぜひ
参加してみてください。

　2階では、週に2回子ども
たちの大正琴教室が開催さ
れています。日々の練習の
成果をお見せする発表会は、

近隣の特別養護
老人ホーム。評
判を聞いて他の
施設からもお声
がかかるなどそ
の活動は次第に
広がりをみせて
います。

楽譜
しっかり
見てね

お庭で話も進みます
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TEL:03-5662-7671　ＦＡＸ:03-3653-0740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。

第11回ふれあいみみまつりボランティア
内容…ろう者（耳の聞こえない方）が集うイベント

での警備や会場整理
日時…平成31年2月24日（日）
　　　10時～15時（応相談）
募集人数…5名
開催場所…東部区民館　東瑞江1-17-1
　　　新宿線【瑞江】下車徒歩5分
連絡先…03-6661-3004
　　　一般社団法人江戸川ろう者協会　担当：橋本

ふれあいサロン（五分一会館）
内容…地域ボランティアによるおしゃべりカフェで

のお話相手、ゲーム・工作などを一緒にやっ
てくださる方。

日時…毎週水曜日9：30～12：00
開催場所…五分一会館（松島1-9-1）
　　　都バス【江戸川区役所】下車徒歩8分
交通費・食事…支給なし
連絡先…090-1259-2985　柳沢（やなぎさわ）

年に一度のボランティアの祭典　皆さんで盛り上げませんか年に一度のボランティアの祭典　皆さんで盛り上げませんか
ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!

○日時・場所　7月14日（日）　10時～16時　タワーホール船堀
○参 加 募 集　2月下旬より申込書を当センター窓口で配布
　　　　　　　※詳しくはホームページでお知らせします。
○募 集 内 容　ブースへの展示やステージでの活動紹介など
○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

デイジー録音図書製作講座の受講生を募集デイジー録音図書製作講座の受講生を募集
　視覚障がい者の読書環境向上のために、録音された音声データをパソコンで編集して、CDを作成
するボランティアの養成講座です。あなたも、ぜひ受講してボランティア活動をしてみませんか。

日　時：3月5日（火）6日（水）の2日間

　　　　午前10時～午後4時

会　場：中央図書館（4階講習室）

対　象：18歳以上で講習会終了後にボランティアと

　　　　して活動が可能な方。 ウインドウズ7 （OS）

　　　　以降のノートパソコンをお持ちの方。

費　用：800円（テキスト代）

申　込：2月1日（金）9時から、えどがわボランティア

　　　　センター（☎5662-7671）で電話による受付。

その他：前日の4日（月）の13時30分に講座で使用す

　　　　るパソコンと、テキスト代800円を中央図書

　　　　館にご持参ください。

　30年度のボランティア保険は、31年3月31日（日）で保険期間が
終了します。31年度は3月8日（金）から受付します。4月1日から保
険を有効にするには、3月中の加入が必要になりますので、早目に
加入手続きをしてください。

ボランティア保険の
更新手続き・・・
お忘れなく!

ボランティア保険の
更新手続き・・・
お忘れなく!

ボランティア保険の
更新手続き・・・
お忘れなく!

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、本人がケガをした。
　（活動先への通常経路による往復途上も含まれます）
②他人に対して損害を与えた事により、損害賠償が生じた。
①②の場合を補償する保険です。

ボランティア団体登録数

（平成30年12月現在）

登録団体数：210団体　　登録人数：6,461人

11月・12月分

ボランティアの振興に有効に使わせて頂きます。

使用済み切手　受領74件　23.1㎏
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ボランティア募集情報
特別養護老人ホーム　江戸川さくらの杜

特別養護老人ホーム　春江さくらの杜

内容…レクリエーション活動のお手伝い、利用者の
　　　方のお話し相手、フロアの簡単な清掃
日時…随時（ご相談ください）
所在地…東小松川1-5-4
　　　都バス【京葉交差点】下車徒歩3分
交通費・食事…なし
連絡先…03-5607-3366　担当：呉屋（ごや）

あすもデイサービス
内容…ご利用者様のお話し相手
日時…随時（10時～15時の間で応相談）
所在地…南篠崎町3-10-1
　　　新宿線【瑞江】下車徒歩5分
交通費…支給（上限あり）
食事…あり（条件あり）
その他…動きやすい服装、エプロン、上履き
連絡先…03-6638-9026　担当：長井

ひなたぼっこ（＊富山型デイサービス）
内容…配膳、洗物、お話し相手他
日時…毎週水・金及び毎月第3日曜日　10時～14時
所在地…区立「あったかハウス」
　　　南葛西1-1-1-101号（南葛西住宅1階）
　　　都バス【葛西南高校】下車徒歩4分
　　　　　　【南葛西住宅】下車徒歩1分
交通費…なし
食事…あり　実費（400円）
連絡先…NPO法人江戸川・地域・共生を考える会
　　　　03-3675-9670　担当：髙村
＊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
があってもなくても誰でも利用できるデイサービスのことです。

内容…①掃除、洗濯のお手伝い
　　　②レクリエーション活動や催し物のできる方
日時…随時（ご相談ください）
所在地…春江町5-4-2
　　　新宿線【一之江】下車徒歩15分
　　　都バス【春江町四丁目】下車徒歩1分
交通費・食事…なし
連絡先…03-5879-3260　担当：小堀（こぼり）

地域活動支援センターえどがわ
内容…利用者の方との交流、お話し相手、プログラ

ムの補助
日時…随時（ご相談ください）
所在地…松島3-46-10　かとりコーポ101　
　　　　都バス【江戸川高校前】下車徒歩1分
交通費・食事…なし
連絡先…03-5879-6744　担当：志村

やさしい手デイサービス　ゆめふる小岩
内容…見守り、お話し相手、配膳・下膳、入浴後の

ドライヤーかけ、レクリエーション補助
日時…9時～16時の間の4～7時間程度
所在地…南小岩6-4-7　総武線 【小岩】 下車徒歩8分
交通費…実費支給　　食事…あり
連絡先…03-5612-2622　担当：小野山（おのやま）

介護付き有料老人ホーム　エスペランサ南小岩
内容…ご入居者さまのお話し相手、レクリエーショ

ンの補助など
日時…随時（応相談）　月に2回程度
所在地…南小岩4-17-6
　　　総武線【小岩】下車徒歩15分
　　　京成バス【小岩駅入口】下車徒歩2分
交通費…実費支給　　食事…なし
連絡先…03-5668-7530　担当：人見（ひとみ）

江戸川区立虹の家（知的障がい者通所施設）
内容…利用者の方の創作活動、体操やダンス、陶芸

活動や家庭菜園のお手伝いなど
日時…随時（ご相談ください）
所在地…西篠崎2-18-22  新宿線【篠崎】下車徒歩15分
交通費・食事…なし
連絡先…03-3676-3391　担当：小川

江戸川区立希望の家（知的障がい者通所施設）
内容…陶芸、創作活動、CDの分別、検品作業、散

歩、利用者の活動の補助
日時…随時（ご相談ください）
所在地…江戸川5-32-6
　　　都バス【江戸川5丁目】下車徒歩5分
　　　　　　【新川口】下車徒歩3分
交通費…なし　　食事…あり　実費（360円）
連絡先…03-3680-1531
　　　　担当：後藤・平林・谷戸（やと）

でこぽんデイ（デイサービス）
内容…入浴後のドライヤーかけ、お話し相手、手洗

いの誘導など
日時…平日の2～3時間程度
所在地…北小岩1-10-19
　　　総武線【小岩】下車徒歩10分
交通費…400円まで支給　　食事…なし
その他…エプロン持参
連絡先…03-6820-8404　担当：板子（いたこ）

地域密着型介護サービス愛心（あいこ）
内容…洗濯物干し・たたみ、お話し相手など
日時…随時（応相談）
所在地…大杉4-23-6
　　　京成バス【鹿本橋】下車徒歩6分
　　　都バス【一之江四丁目】下車徒歩3分
交通費・食事…なし
連絡先…03-5879-6035　担当：有阪（ありさか）

年に一度のボランティアの祭典　皆さんで盛り上げませんか
ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!ボランティアフェスティバル 今年は7月14日開催!!

デイジー録音図書製作講座の受講生を募集

ボランティア保険の
更新手続き・・・
お忘れなく!

ボランティア保険の
更新手続き・・・
お忘れなく!
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　この講座では、障がいの内容などについての講演と、
車いす利用者、視覚障がい者、聴覚障がい者から、日常
生活の中での困りごとなどのお話を聞きます。
　また、講演の後は実際に、車いす操作の体験、ガイド
ヘルプ（視覚障がい者同行支援）の体験を行う予定です。
　障がい者理解を深めたい方、福祉ボランティアに興味をお持ちの皆さま、ぜひ
ふるってお申し込みください。

　誰もが直面する大切な家族の介護。その前にできることを、ギターの音色に
合わせて介護体験をもとにした歌や楽しいトーク、脳トレを通して、ご一緒に
考えてみませんか。ぜひ、お気軽にご参加ください。

「障害を知ろう」を開催します!!

「介護が始まる前にできること」　～家族のつながりとは～
家族と介護について考える　未来志向型トーク＆ライブ

区民向け講座区民向け講座

日　　時：平成31年2月16日（土）
　　　　　13時30分～15時30分
会　　場：葛西区民館集会室4・5・6
参 加 費：無　料

講　　師：小子内　智佳子（介護デザインプロジェクトチーフアドバイザー）

ギターサポート：小谷　哲典
日　　時：平成31年2月25日（月）
　　　　　14:00～15:30（13:30開場）
会　　場：グリーンパレス4階ホール
参 加 費：無　料
定　　員：150名（先着順）
申込み先：えどがわボランティアセンター
　　　　　TEL:03-5662-7671

定　　員：30名（先着順）
申込み先：えどがわボランティアセンター
　　　　　TEL:03-5662-7671

おこない

こたに てつのり

ち か こ

■　一緒に考えましょう。障がいのこと、介護のこと　■

えどがわボランティアセンターだより
【発行】公益財団法人えどがわボランティアセンター
〒132ー 0031　江戸川区松島 1ー 38ー 1
電話：03ー 5662ー 7671　FAX：03ー 3653ー 0740
E-mail：edo-vc@city.edogawa.tokyo.jp
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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


