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生きものあふれる公園をめざして
葛西海浜公園・三枚洲

〜葛西東渚・鳥類園友の会〜

ここでも
ボランティア

ラムサール条約湿地の
環境を守る
「葛西東渚・鳥類園友の会」は、東京湾に面した
「葛西臨海公園」の鳥類園周辺と国際的に重要な
湿地を保全するラムサール条約湿地に都内で
初めて登録された「葛西海浜公園・三枚洲」を
フィールドに活動を続けています。
2000年5月の設立以来、都市部にありながら
様々な生物が息づく環境をいかに守り、
生きもの
あふれるより豊かな公園になるよう、区はじめ
関係団体と連携、協力して様々な活動に取り組
んでいます。

「ラムサール条約湿地」に登録された東なぎさでのクリーン作戦

月4回、生物の生息環境を維持するため、
アシ、ツル、マダケ、雑草などの刈り取り作業
を行っています。
また年2回、 クリーン作戦 を展開し、干潟
保護のため、立入り禁止の東なぎさで、漂着し
たゴミを拾っています。
こうした環境保全活動の他、親子や一般の
方を対象とした植物観察会や探鳥会、水鉄
砲・リース作り、昆虫観察会や水質・水生生物
調査など、楽しい催し物も企画、運営していま
す。
活動の一つ「昆虫観察会」

代表の飯田陳也（のぶや）さんは「活動エリアの
一部がラムサール条約湿地に登録され、ボラン
ティア活動に一層力が入ります。これからもより
良い環境を次代に引き継ぐため活動を続けま
す。」と力強く話していました。
今後は、8月に鳥類園で間引きのため伐採した
マダケを使った「親子水鉄砲作り」や、11月には
舟で渡る東なぎさでクリーン作戦を実施する予
定です。
問合せ先…葛西東渚・鳥類園友の会
広報担当：植草 電話：090-1601-4747

伐採マダケで作った「水鉄砲」で遊ぶ子どもたち
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秋 から始まる ボランティア講座
講座名

内

号

講座の秋！
ボランティアの秋！
始めてみませんか

定員

期間・回数

場所

初心者のための
音訳講座

視聴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

9月〜11月
全10回

グリーンパレス

日本語ボランティア
入門講座

日本語学習を支援するボランティア活
動に意欲のある方を対象に、活動に必
要な初歩的技術を学びます。

30名

10月〜12月
全8回

グリーンパレス

手話入門講座

手話を学んだ経験がない方むけの講座
です。初歩的な手話表現を学びます。

30名

10月〜2月
全15回

グリーンパレス

大災害発生後、いかに生き延びるか、
いかに復興に向けて取り組むか、平時
からの災害への備えを学びます。

20名

10月〜11月
全7回

東部区民館

傾聴とは？聴くこと（傾聴）の基礎知
識を学びます。ボランティアとして活
動する意欲のある方が対象です。

30名

11月頃

グリーンパレス

視聴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
ンティア入門講座です。

20名

詳細未定

中央図書館

大災害！そのとき
あなたは？家族は？
地域は？（初級）
初めての傾聴
（傾聴ボランティア
入門講座）

デイジー録音図書
制作講座

容
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＊受講対象者は原則として区内在住、在勤、在学で18歳以上の方です。
＊詳細は、後日、広報えどがわ、もしくはボランティアセンターホームページでお知らせします。

河川功労者表彰受賞

「新川げんき会」
「新川げんき会」は、清掃活動や「あさ市」の開催などを通じて
新川のイメージと地域活性化に貢献したことが評価され、このたび
（公財）日本河川協会から功労者として表彰されました。
同会は、平成23年に江戸川総合人生大学卒業生を中心に、ゴミ
が多く、人通りが少なかった新川を「人が集まる場にしよう」と思い
立ち発足しました。
代表の有村正史さんは「表彰されたことで今後もさらに新川の
魅力を発信していきたい」と話していました。

まだ間に合います!!
まだ
まだ間に合います
だ間に
す
５月・６月分

2019 夏のボランティア体験
毎年、たくさんの方がボランティアの体験をしています。
ぜひ、この機会にご参加ください。
説明会

日にち

曜日

7月26日
8月 1日
8月 7日

金
木
水

時間

会場

グリーンパレス
15：00〜16：00
集会室401

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

※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。
※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。

2

使用済み切手

受領

66件

13.3㎏

ボランティアの振興に有効に使わせて頂きます。

ご自宅あるいは勤務先で、ご不要な使用済
切手はありませんか？
当ボランティアセンターで随時受け付けて
おります。
また、お近くの事務所やコミュニティ会館
等でも受け取ってもらえます。
お散歩がてら、ボランティアセンターまで
お立ち寄り下さい。

ボランティア団体登録数
登録団体数：203団体

登録人数：6,263人

（令和元年6月現在）
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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

いっしょに楽しみませんか ♥ お祭りボランティア大募集!!
●

第16回 一之江あゆみの園祭り（障がい者施設）

第10回

さくらの家祭り（障がい者施設）

内容…祭りのボランティア、模擬店のお手伝い（ゲームコー

内容…祭りの準備、模擬店、バザーでの販売、利用者の付き

ナーや作業体験、販売など）

添い、祭りの後の片付け等
日程…令和元年9月22日（日） 9：30〜15：30

日程…令和元年9月1日（日） 9：00〜16：00（集合8：45）

服装…動きやすい服装

服装…動きやすい服装でお越しください

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

募集人数…男女問わず20名
交通費…支給なし

くため）
募集人数…男女問わず5名

食事…支給

18歳〜65歳ぐらいまで

交通費…500円

締切…8月16日（金）

食事…支給

場所…江戸川区立さくらの家
（小松川3-13-4）

締切…8月23日（金）

連絡先…03-5836-2033

場所…一之江あゆみの園（西一之江3-12-13）
連絡先…03-5661-5171

FAX03-5836-2035

FAX03-5661-5172

担当：石田、松尾

担当：西山、加藤、本馬（ホンマ）

第33回

希望の家祭り（障がい者施設）

第27回 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

内容…利用者の方に付き添って頂きながら、希望の家まつり

て頂きます。

を楽しんだり、各コーナーや模擬店のお手伝いをして

日程…令和元年10月20日（日）

頂きます。

9：00〜15：30（集合9：00）

日程…令和元年10月6日（日） 9：00〜16：00（集合8：40）

服装…動きやすい服装（参加して頂ける方には事前に資料

服装…動きやすい服装

を送ります）

募集人数…男女問わず140名
交通費…支給なし

募集人数…特になし

食事…支給

交通費…なし

締切…8月16日（金）

食事…支給

場所…江戸川区立希望の家

締切…9月30日（月）
場所…江戸川区立みんなの家（本一色3-38-3）

（江戸川5-32-6）
連絡先…03-5676-7070

連絡先…03-5662-3411

FAX03-5605-3271

（支援）社会福祉法人ひらいルミナル

介護老人保健施設めぐみ

地域活動支援センターこまつがわ

内容…編み物、裁縫、折り紙等手芸が得意な方、施設利用者
と一緒にボランティアをしていただける方を募集して

〜 今年4月にオープンしました。
この度、ランチを始める予定です。〜

います。
日時…週1〜2日程度可能な方（日曜日除く）

内容…ランチ作りを手伝って下さる方を募集しています。
日時…毎週土曜日

時間はご相談に応じます。

10：00〜13：00

募集人員…一日あたり2人（男女問わず）

交通費…実費支給

年齢…60歳〜70歳くらい

食事…あり

交通費…なし

場所…小松川2-9-2

1F

食事…なし（お茶の提供あり）

都営新宿線東大島駅下車
都バス小松川3丁目下車
連絡先…03-5858-6421

FAX03-5662-3414

担当：鈴木・後藤

担当：浅沼・稲毛・小瀬澤・田中

徒歩15分

場所…東小松川2-7-1

徒歩4分

JR新小岩駅から都営バス西葛西行

FAX03-5858-6422

東小松川一丁目下車

担当：本間

連絡先…03-5661-3861

徒歩5分
FAX03-3674-7028

担当：鈴木伸児、西田
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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

活動紹介

友好都市 鶴岡市を訪問!
「江戸川区・鶴岡市ボランティア交流2019」に参加!

江戸川区福祉ボランティア団体協議会は、6月4日から6日まで
友好都市の鶴岡市を訪問して、地元のボランティアの皆さんと
交流を深めてきました。
初日は鶴岡市のボランティアさんとの意見交換会に参加。10
グループに分かれ 、日頃のボランティア活動について紹介。
そして、今後の交流について率直に意見の交換をしました。
①それぞれの活動を具体的に知って交流につなげたい。
②交流会をこれからも続けてほしい。
③若い人につなげていきたい。
など、今後の活動の糧となる、充実した会となりました。

「おはなしこばこ」鶴岡市で35周年記念公演
鶴岡市内の松原保育園を訪問して人形劇を上演しました。
設立15周年の平成11年に、初めて鶴岡市で人形劇を披
露。以来、5年毎の節目の年に人形劇を上演してきました。
保育園では、約130人の園児が目をキラキラと輝かせ、
人形の動きの一つ一つに歓声があがりました。
「また来てね。」の言葉にメンバー全員がボランティアの
だいご味を感じました。
なお、同会では人形劇を一緒にやってくれる50代ぐらい
までの方を2名募集しています。
また、鶴岡市の皆川治市長さんを表敬訪問しました。今回の訪
問で鶴岡市の歴史と自然、鶴岡の方々のあたたかい心に触れ、改
めて鶴岡市の魅力を発見することとなりました。鶴岡市のボラン
ティアの皆さん、本当にありがとうございました。
※ 6 月 18 日、日本海山形県沖地震が発生。鶴岡市でも
震度 6 弱を観測し、市内では一部被害が発生しました。
被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

参加してみませんか！

「SOS 外国人・障がい者の災害体験」
毎日のように起きている自然災害。災害が発生した時どの
ように行動したらよいか？ 外国人と障がい者を対象とした
災害体験を計画しました。ぜひ、ご参加ください。
日時
会場
内容

令和元年9月15日（日） 午前10時〜午後3時
江戸川消防署・松江第三中学校
起振車体験、AED使用法体験、けむり体験など
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