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大災害に備えて

ボランティアセンターの取り組み
昨今、日本各地で水害や地震による大規模な災害が毎年のように発生しています。被災地では数多くの
ボランティアが活躍し、地域の復旧、復興にかかせない存在となっています。
当センターでは、江戸川区が大規模な災害に被災した場合に備えて、区民向け講座や研修会、訓練など
を毎年実施しています。このような取り組みを通じて、地域の防災力向上とともに、区内外から駆けつけ
てくださるボランティアを受け入れる仕組みを整え、地域の早急な復旧、復興に向けた体制づくりを行っ
ています。

①災害講座「大災害！そのときあなたは？ 家族は？ 地域は？」
この講座は、大災害が発生したときに、ご自分やご家族、ご近所の
皆さんが、お住まいの地域をどのように守るか、復旧に向けてどの
ように取り組むかを学ぶ講座です。グループワークやフィールド
ワークも取り入れたわかりやすい内容です。
初級講座を年2回（春・秋）、中級講座を年1回（冬）開催しており、
受講者は、現在まで200名を超えました。
災害講座の様子
講座の開催は「広報えどがわ」や「ボランティアセンターだより」
などでお知らせしています。受講を希望する方は是非ボランティアセンターまでお問い合わせください。
災害ボランティア研修会の様子

②災害ボランティア研修会
上記講座を受講した方々を対象に、災害ボランティアや防災に
関する知識を深めるため、
毎年1回開催しています。
今年度は実際に被災地でボランティア活動をした経験がある
方々による報告会を行い、
被災地でのボランティア
活動について理解を深め
ました。

③災害ボランティアセンター運営訓練
大規模災害が発生したときは、
江戸川区社会福祉協議会とともに
地域の方々の困りごとを集約し、災害ボランティアの活動調整を行
う拠点として「災害ボランティアセンター」を設置します。このセン
ターの運営訓練を、毎年1回実施しています。区内外から駆けつけて
いただくボランティアを受け入れ、現地へ派遣するまでの流れを訓
練することで、
地域の復興を円滑に進める方法を考えます。
今年度は3月14日（土）10時からグリーンパレス及び東小松川公
園で実施しますので、見学や参加をご希望の方は下記まで問い合わ
せのうえ、
お申込みください。
問い合わせ えどがわボランティアセンター

電話03-5662-7671

運営訓練の様子（上：受付

下：派遣前の説明）
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今 2020 えどがわボランティアフェスティバル
ル
年
の

12 月 6 日（日）に 開 催 しま す !

今年のボランティアフェスティバルは、タワー
ホール船堀で12月6日（日）に開催します。
例年7月の第2日曜日に行っておりましたが、
オリンピック・パラリンピックでボランティア活
動を行う方が多いために、開催時期を変更します。
なお、参加団体の募集は7月より開始する予定
です。今年も多くのボランティア団体の皆様の参
加をお待ちしております。

お忘れなく! ボランティア保険の更新手続き!
令和元（2019）年度のボランティア保険は、令和2年3月31日（火）で保険期間が終了
します。令和2年度分は3月9日（月）から受付を開始します。4月1日から保険を有効にする
ためには3月中の加入が必要です。早めに加入の手続きをしてください。

ボランティア
保 険

ボランティア活動中の事故で下記のとき、補償する保険です。

① 本人がケガをした。
② 他人に対して損害を与え損害賠償が生じた。

NPO法人

江戸川・地域・共生を考える会

デイジー録音図書製作講座
受講生を募集します!

東京都社会福祉協議会会長表彰
おめでとうございます!
「NPO法人江戸川・地域・共生を考える会」は、
「富
山型デイサービス」を応用した障がいの有無や年齢
に関係なく、地域の子どもたちと熟年者が一緒に遊
んだり、食卓を囲んだり、多様な人々が繋がる地域共
生社会づくりに大いに貢献したことが評価され、昨年
12月23日、東京都社会福祉大会で受賞されました。
おめでとうございます。
代表の高村ヒデさん（76）は「長く活動してきた苦
労が報われまし
た 。こ れ か ら も
元気に続けてい
きます」と、会員
の皆さんと共に
喜んでいました。
高村さん（右から２人
目）と会員の皆さん
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視覚障がい者の読書環境向上のため、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。
受講してボランティア活動に参加しませんか？
日 時 3月17日（火）
・18日（水） 10時〜16時
会 場 中央図書館 4階講習室
対 象 ①18歳以上で講習会修了後ボランティア
として活動できる方。
②ウィンドウズ8（OS）以降のノートPCを
お持ちで、自宅でメールの送受信が出来
る方。
費 用 800円（テキスト代）
受講準備 3月16日（月）13時30分に、講座で使用
する自分のパソコンとテキスト代を中央図
書館にご持参ください。
申 込 2月12日（水）午前9時から電話による受付
えどがわボランティアセンター
電話03-5662-7671
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ボランティア募集情報
━ 施設でのボランティア ━

そんぽの家葛西

号

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

介護老人保健施設 くすのきの里

内容…お話し相手、趣味を活かした活動
日時…随時（9：00〜17：30の間で応相談）
場所…江戸川区東葛西5-33-7
東西線「葛西駅」下車 徒歩12分
交通費・食事…支給なし
その他…私服で構いません
電話…03-5679-5161 担当：吉田

内容…シーツ交換のお手伝いをしてくださる方
日時…（火）
を除く平日13時〜15時の間で1時間程度
場所…江戸川区西葛西6-19-8
東西線「西葛西駅」下車 徒歩5分
交通費…支給あり
食事…支給なし
電話…03-3675-2518 担当：片岡

あおぞらディサービス

だんらんの家南葛西（デイサービス）
内容…食事の支度・配膳、お話し相手など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区南葛西3-20-19
東西線「葛西駅」 都営バス臨海28甲系統
「総合レクリエーション公園」下車 徒歩2分
交通費…支給あり（500円以内）
食事…支給なし
電話…03-6808-7906 担当：吉野

内容…お話し相手、外出支援時の介助など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区船堀6-3-20
都営バス錦25系統・西葛26系統
「陣屋橋」下車 徒歩1分
交通費…支給なし
食事…時間帯により支給あり
電話…03-5878-3032 担当：貝塚

デイサービスセンター なごやか葛西

介護老人保健施設 めぐみ
内容…シーツ交換、タオル配りやたたみ、お話し相
手など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区東小松川2-7-1
都バス新小22系統・新小21系統
「東小松川一丁目」下車 徒歩4分
交通費・食事等…支給なし（お茶の支給あり）
電話…03-5661-3861 担当：芝崎・鈴木

内容…お話し相手、昼食準備のお手伝いなど
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区東葛西8-3-1
東西線「葛西駅」下車 徒歩10分
交通費…支給あり（500円以内）
食事…支給なし
電話…03-5667-4794 担当：嶋田

①まごころデイサービス西小岩
②まごころデイサービスきらめき

介護老人保健施設いわい敬愛園
内容…見守り、話相手、配膳、シーツ交換など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区南小岩8-13-5
JR総武線「小岩駅」下車 徒歩1分
交通費・食事…支給なし
電話…03-5693-8341 担当：尾形

内容…配膳の手伝いや、傾聴をしてくださる方
日時…随時（ご相談ください）
場所…①江戸川区西小岩3-7-2
JR総武線「小岩駅」下車 徒歩5分
②江戸川区西小岩1-5-6
京成線「京成小岩駅」下車 徒歩8分
交通費…応相談
食事…支給あり
電話…03-5612-0717 担当：河西（かさい）

グループホーム
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11月・12月分

あやめ

使用済み切手

内容…お話し相手、散歩の付き添いなど
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区南小岩3-9-17
JR総武線「小岩駅」下車 徒歩1分
交通費…実費支給
食事…支給なし
電話…03-5622-1710 担当：須藤・八幡

受領92件

19.8㎏

ボランティアの振興に有効に使わせて頂きます。

ボランティア団体登録数
登録団体数：209団体

登録人数：6,305人

（令和元年12月現在）
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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

第 33 回ボランティア交流会が開催されました。
令和になって初めての「交流会」が、去る12月3日
にグリーンパレスで開催されました。この交流会は、
昭和62年から毎年1回この時期に開催されています。
33回目となった今回は160名が参加し、賑やかな交流
会となりました。
斉藤区長はじめ白井鶴岡市東京事務所長、日頃から
私たちボランティアがお世話になっている福祉施設の
代表者など多くの方が来賓としてお見えになりました。
斉藤区長は「令和元年はラグビーワールドカップで盛
斉藤江戸川区長あいさつ
り上がりました。令和2年はいよいよ2020オリンピッ
ク・パラリンピックが開催され、本区も大会会場の一
つになります。ボランティアの皆さんも ワンチー
ム となって大いに盛り上げてください。」とご挨拶。
続いて各施設や団体から、ボランティアの活動状況
などの発表があり、お互いの活動内容や近況を知るよ
い機会になりました。また、恒例の「お楽しみ抽選会」
では、各加盟団体が持ち寄った豪華（？）景品のくじ
福祉施設紹介・活動発表
引きに一喜一憂する姿もありました。
最後に舞踊ボランティアの踊りを参考に
しながら「東京五輪音頭2020」を参加者
全員で踊り、幕
を閉じました。

参加者全員で
五輪音頭
お楽しみ
抽選会

講演会のご案内 ー無料ー
日
会
内
講

時
場
容
師

令和2年3月2日（月） 午後2時〜3時30分
グリーンパレス本館 5階 孔雀2
「人をきずつけない話し方」
密蔵院住職 名取芳彦（なとりほうげん）氏

※参加申し込みは後日、広報えどがわでご案内します。
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