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令和 最初のボランティアフェスティバル
〜様々な分野のボランティアが心を込めて〜
7 月 14 日（日）

午前

展示ホール
階

ブース・フリーマーケット

各団体
各団体が日頃の活動内容を紹介。
熱い思いとエネルギーで
満ち溢れます。ボランティアお手製の作品など、すてきな掘
り出し物があるかも。

ブースでの活動紹介
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学びと体験コーナー

楽器に
楽器にふれたり、
手話・点字体験ほか、日頃のボランティア
活動を体験できます。
地域で行われている様々なボランティア
活動をあなたも体験してみませんか？
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手話・点字体験コーナー

小ホール・ホワイエ
階

メインステージ・防災コーナー

楽器演
楽器演奏やダンスなど、
日ごろの活動を披露します。また、
ホワイエでは1日を通して防災コーナーを開催します。ぜひ
お立ち寄りください。

AED操作体験（防災コーナー）

今年はステージを5階に設けます

福寿の間
階

つながる広場

ボッチャ体験コーナー
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今年もフォークダンスを踊ります

402〜406会議室
階

ものづくりコーナー

オリジナルフォトフレーム作りや工作が
オリジ
体験できます。ハッピイちゃんとの記念
写真撮影や専門学校の学生によるヘア
アレンジ・ポイントメイク・ハンドマッ
サージのコーナーも。
記念写真コーナー

車いす操作体験コーナー

タワーホール船堀

オリンピック・
オリン
パラリンピックのPRコーナー、パラスポーツ
の体験コーナーや視覚障がい者や支援団体によるフォーク
ダンスなど。

フリーマーケットでの販売

産業振興センター・304〜307会議室
階

10 時〜午後 4 時

スタンプ
ラリーに
挑戦
各フロアの
スタンプを
集めて、
素敵な景品を
ゲットしよう !!
みんな
チャレンジ
してね !

2019えどがわボランティアフェスティバル

『ボランティアスタッフ』募集中!!
フェスティバルでは、毎年たくさんのボランティアスタッフが
活躍しています。みなさんも、一緒に参加して、イベントを盛り
上げませんか？
日時：令和元年7月14日（日）
午前9時〜午後5時
場所：タワーホール船堀
内容：スタンプラリーの受付・各
コーナーのお手伝い等
対象：中学生以上の方で、スタッ
フ説明会〔6/15
（土）10時
〜11時 グリーンパレス〕
ものづくりコーナーのお手伝い
に参加できる方
申込：ボランティアセンター（5662-7671）へ電話
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親子・友達といっしょでもOK

夏休みの課題にぴったり

学生・社会人、どなたでも参加OK

2019 夏 の ボランティア 体 験
ボランティア活動に興味があっても学校や仕事で時間が取れない方、ボランティア活動を
始めたいと思っていてもどんなボランティアをしたらいいか迷っている方、夏休みを利用して
「ボランティア体験」をしてみませんか？
区内の熟年者施設・障害者施設・すくすくスクール・保育園等で体験ができます。

是非この機会に体験してください。

は

昨年は180人以上の方が参加され大好評でした。

初 の夏
令和 最
体験を

ィア
ボランテ

昨年の参加者の声
ボランティアの体験は初めてだったけどとても楽しかった。

図書館は地域の重要な役割を果たしているのがわかった。

初対面の私に優しく話しかけてくれてうれしかった。

体験で、将来保育士になりたいと心に決めることができた。

活動期間

令和元年7月13日（土）〜8月31日（土）
この期間で、1日から1週間程度の活動

費

用

300円（ボランティア保険料）

申し込み

6月15日（土）午後3時から
ボランティアセンターにて受付

事前説明会

右表のとおり実施します。

※1 事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
※2 体験希望の方は、必ず説明会に参加して下さい。

日程
曜日
時間
6月15日 土 13：00〜14：00
6月21日 金 18：30〜19：30
6月26日 水 18：30〜19：30
7月 2日 火 18：30〜19：30
7月17日 水 18：30〜19：30
7月20日 土 13：00〜14：00
7月26日 金 15：00〜16：00
8月 1日 木 15：00〜16：00
8月 7日 水 15：00〜16：00

会場

グリーンパレス
集会室401

ボランティアセンター新メンバーの紹介
福成 愛子
（ふくなり あいこ）

大竹 力（副所長）
（おおたけ りき）

細田 行弘
（ほそだ ゆきひろ）

2月1日付

4月1日付

4月1日付

明るく元気に頑張りた
いと思いますので、よ
ろしくお願いいたしま
す。

新しい環境で気持ちも
新たに頑張りますので、
よろしくお願いいたし
ます。

ボランティアの方々へ
の橋渡しができるよう
頑張ります。よろしく
お願いいたします。
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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:03-5662-7671 ＦＡＸ:03-3653-0740

あしすとデイサービス

「一緒がいいね ひなたぼっこ」

〜介護予防やリハビリに特化した
デイサービスです〜

〜食べるのが好きな方、子どもが好きな方、
料理が好きな方、お話しが好きな方・・・
楽しいひとときを一緒にすごしませんか〜

内容…お茶出しやお話し相手、利用者様と一緒に
簡単な体操をしてくださる方。
イベント時は飾りつけのお手伝いをお願い
します。
日時…月曜日〜土曜日（週1〜2回）
時間はご相談のうえ決定（水曜、木曜だと
更に助かります）
場所…あしすとデイサービス
南篠崎町1-17-7 Nビル1階
交通費…あり（上限420円）
食事…なし
連絡先…6231-8083 担当：河北

一般社団法人

内容…お話し相手や見守り。子どもとの遊び相手。
一緒に調理や配膳、洗い物をして下さる方。
日時…毎月第3日曜日 毎週水曜・金曜日
10：00〜14：00
場所…区立「あったかハウス」南葛西1-1-1-1101
交通費・食事…なし
連絡先…NPO法人 江戸川・地域・共生を考える会
3675-9670 担当：高村

NPO法人

和（やわらぎ）

ことのはサポート

〜知的や精神に障害のある方と一緒に
活動してみませんか〜

〜障害のある方と一緒に環境にやさしい
リサイクル容器を作ってみませんか〜

内容…利用者の働く気持ちや楽しみに応え、また
地域住民の皆様との交流や障がいへの理解
促進のために、古本屋、革工、弁当業務など
を手伝って下さる方。
日時…ご相談のうえ決定します。
場所…船堀2-21-6 藤ビル201
交通費…なし
食事…あり
連絡先…5659-5607 担当：五味（ごみ）

内容…リサイクル容器にシ−ルを貼るお手伝いを
して下さる方。
日時…ご相談のうえ決定します。
場所…船堀2-21-6 藤ビル301
交通費…なし
食事…あり
連絡先…5659-5605 担当：五味（ごみ）

「都立鹿本学園」でお手伝いして下さる方を募集しています。
内容…登校時のスクールバスの誘導
日時…月曜日〜金曜日（春季、夏季、冬季を除く）
8：15〜8：50

● ボランティアセンターだより

場所…都立鹿本学園 本一色2-24-11
交通費・食事…なし
連絡先…3653-7355 担当：田中

配付ボランティア募集 ●

内容…ボランティアセンターだよりを、ボランティアセンター（グリーンパレス）まで取りに
来て頂き、各町会の担当の方にお届けいただく活動です。
日時…奇数月の第4火曜日（7月23日、9月24日、11月26日、1月28日、3月24日）
エリア…東小岩、西葛西、船堀、江戸川、南篠崎町、下篠崎町、鹿骨、東小松川など
詳しくはお問い合わせ下さい。
交通費・食事…なし
連絡先…ボランティアセンター TEL5662-7671

ボランティア団体登録数

３月・４月分
使用済み切手 受領70件

登録団体数：202団体

17.3㎏

登録人数：6,259人

（平成31年4月現在）

ボランティアの振興に有効に使わせて頂きます。
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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

募集中!!

出前ボランティア体験

江戸川区福祉ボランティア団体協議会では、本年も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」事業を実施します。この事業は、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、だれでも住みやすい地域社会について考えていただくものです。
障がいをお持ちの方と福祉ボランティアとがチームを組んで、小・中学校や高等学校、区内
事業所、地域の諸団体に出向いて行います。
車いすやアイマスク、ガイドヘルプ、手話、点字などの
体験とともに、障がいをお持ちの方が、日々の生きがいや
普段の暮らしの中で気づいてほしいことを直接、具体的に
お話しします。小・中学校での「総合的な学習」の時間や、
高等学校での「人間と社会」の時間、
事業所でのサービス力、
おもてなし力の向上のための研修の機会としてもご利用
車いす体験

いただいております。
＜主な体験メニュー＞

車イス…………… 設置したコース内で乗り方、押し方を体験します。
ガイドヘルプ…… 2人組になり、一人がアイマスクをし、視覚障がい者
体験を、一人がそのガイドをします。
手 話……………自分の名前、挨拶などの基本的な手話を体験します。
出前ボランティア体験は、平成12年から始まって平成
31年3月末で、小学校602回、中学校209回、高校、社会
人合わせて116回、121,993名の区民の方々に利用いた
だきました。
体験者からは「貴重な体験をした」、
「次の機会もぜひ
参加したい」との感想をいただき、リピーターの方も数
多くいます。
また、たくさんの方がボランティアとして活躍されて
いますので、一緒に活動してみたい方は、大歓迎です。

ガイドヘルプ体験

令和元年5月1日で、
2020パラリンピック開催まであと
482日です。障がいのことを知る良い機会ですので、「体
験してみたい」
「活動してみたい」とお考えの方は、ボラン
ティアセンターに問い合わせてください。

心あたたかな体験ができるはずです。
事業所や地域の団体など学校以外からのお申込みも大歓
迎です。
お申込み、お問い合わせは
手話体験

えどがわボランティアセンター TEL：03-5662-7671
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