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ボランティアを始めよう !

令和２年度 講座、体験、イベント
ボランティアセンターでは、ボランティアを始めたい人とボランティアを必要としている人をつなぐ
ため、様々な相談を受け付けています。また、ボランティア活動の普及・啓発のため、以下の講座、体験
事業などを実施しています。ボランティアを始めることに不安や迷いがある方は、ぜひ当センターの講座
や行事にご参加ください。
ボランティア活動には長期間にわたるものや短期間だけのものもあります。これまで培ってこられた
技術や知識を、家事の合間や退職後の空いた時間などで活かしてみませんか。今後、「広報えどがわ」や、
「えどがわボランティアセンターだより」、ホームページ等で随時募集いたします。

初級講座（はじめてボランティア活動を始める方）
手話入門

年2回 15日コース（5月〜9月、10月〜2月の週1回）

初心者のための音訳

年1回 10日コース（5月〜7月の週1回）

デイジー図書製作

年1回 2日コース（2月の2日間）

はじめての傾聴

年1回 2日コース（10月の2日間）

日本語ボランティア

年2回 8日コース（5月〜7月、1月〜3月の週1回）

防災講座

内容：災害への備えや発災時の行動、ボランティアを受入れ地域
の復興にどう取り組むか等、参加者とともに考えます。
開催：①初級 年2回 7日コース（5月、9月）
②中級 年1回 5日コース（2月）

大災害！その時あなたは？
家族は？地域は？

出前講座
（福祉体験）

内容：障がい者からの講話及び手話、車いす介助などのほか、障

活動室や印刷機の貸し出し
のほか、ボランティア保険料
や団体活動費の一部助成など
が受けられます。
登録には5名以上のボラン
ティア団体であること、主に
江戸川区でボランティア活動
する団体であることなど条件
があります。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。

がい者の疑似体験を行い、障がい者理解を深めます。
開催：小・中学校、高校や各地域団体などのご依頼に基づく

内容：熟年者施設、障がい者施設、保育施設、図書館、ボランティア

夏のボランティア体験

ボランティア団体として
登録すると・・・

団体などでボランティア活動の体験ができます。
開催：夏休み期間中

2020えどがわボランティアフェスティバルは
令和2年度は12月6日（日）に
開催します。タワーホール船堀
を会場に、ボランティア団体が
活動内容の展示やステージ発表、
体験コーナーなどを通じて日頃
の活動を紹介したり、交流する
お祭りです。

冬 に!

ホームページが
スマホ等でも見やすく
外出先でも手軽に
閲覧・ご利用いただ
けるようになりまし
た。

問合せ

活動内容の展示

ステージ発表

えどがわボランティアセンター
電 話 03-5662-7671
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あなたがイメージするボランティアの絵画（ポスター）を募集中!!
2020えどがわボランティアフェスティバル
「あなたがイメージするボランティア」の絵を描いてみませんか？
ボランティアをやったことがある人、やったことがない人も
「ボランティア」のイメージ画を描いてみませんか？
応募作品は全て、「えどがわボランティアフェスティバル」当日
会場に展示します。たくさんのご応募お待ちしております。
応募条件

開 催・
・
・

12月6日（日）
タワーホール船堀

最優秀作品

区内在住、在勤、在学の方
締切は9月30日
（水）まで センター必着
（グループやお友達同士の共同作成もOK）

八つ切りサイズ（39.2cm×27.1cm）の
画用紙で横書き
最優秀作品は、ボランティアフェスティ
バル PR 用ポスターに採用予定です。
最優秀作品、優秀作品に選ばれた方には、
素敵な記念品を差し上げます。

2019年

2018年

2017年

ボランティアさん募集情報①

令和2年度

ボランティア保険・行 事 保 険
東京2020大会を花でおもてなし

〜加入受付中〜

葛西臨海公園ひまわりロード

ボランティア募集中!

行事保険・・・
行事を企画される方は、事故に備えて
行事保険に加入を!!

「ひまわりロード」をつくる
ボランティアを募集しています。
世界中から訪れる来場者をおも
てなしするため、カヌー・スラ
ローム会場までの誘導路に丹精
込めて育てた2020鉢のヒマワ
リをいっぱいに並べます。
「ひ
まわり」づくりであなたもオリ
パラに参加してみませんか？
◎募集は2種類…①栽培・育成に関するボランティア
②維持・管理に関するボランティア
詳しいお問合せは、公益財団法人えどがわ環境財団
電話…03-5662-5542

「行事保険」及び「行事保険（当日参加対応型）」の
ご加入手続きは、行事の 週間前までに完了するよう
にお願いいたします。
＊行事保険とは・・・
国内において、福祉活動やボランティア活動などを
目的として、または、市民活動の一環として、非営利
の団体が主催する行事参加中に、
❶行事参加者が偶然な事故でケガをした場合の傷害
補償
❷行事主催者が行事参加者など他人の身体や財物に
損害を与え、行事主催者が法律上の賠償責任を
負った場合の賠償責任補償
の

つの補償がセットになった保険です。

サッカーの指導ができるボランティア募集

※注意…申込みは一か月単位です。
（一枚の申込用紙で月をまたいでの申込みはできません）

内容…白鷺特別支援学校の在校生や卒業生にパスや
ドリブルの基礎的な指導
日時…毎月第3土曜日 10：00〜12：00
（変更する場合もあります）
場所…白鷺特別支援学校校庭（東小松川4-50-1）
都営新宿線「船堀駅」下車 徒歩10分
交通費・謝礼…支給あり
応募方法…ボランティアセンターまでご連絡ください
電話…03-5662-7671
★現在、10名程度の生徒が参加しています。試合や
本格的な技術向上を目指すのではなく、遊びなが
らサッカーを楽しんでいます。

ボランティア団体登録数
登録団体数：211団体

登録人数：6,046人

（令和2年2月現在）

使用済み切手
１月・２月

受領：74件

22.3㎏

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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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

━ 施設でのボランティア ━

43

FAX 3653-0740

幸和デイサービスセンターみずえ倶楽部

小規模多機能型居宅介護 英（はなぶさ）

内容…利用者との交流、お茶出し、皿洗いやレクリ
エーション等の補助
日時…月〜土のいずれか随時（ご相談ください）
場所…江戸川区篠崎町7-23-5
都営新宿線「篠崎駅」下車 徒歩3分
交通費…1日700円以内
食事…支給あり（一日を通して行う場合のみ）
電話…03-5666-7442 担当：中野

内容…簡単な編み物、折り紙を教えて下さる方や通
所者の方々と一緒に園芸のお手伝いをしてく
ださる方
日時…月に1〜2回（日を除く。ご相談ください。）
場所…江戸川区松江2-29-18
都バス新小29系統「同潤会」下車 徒歩2分
交通費…実費支給
食事…支給なし
電話…03-3674-4611 担当：佐藤

ライブラリ葛西デイサービスセンター

グループホーム

内容…お話し相手、将棋の相手、レクリエーション
の補助、特技を生かしたボランティアなど
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区中葛西6-17-9
東西線「葛西駅」下車 徒歩10分
交通費…実費支給
食事…支給あり（一日を通して行う場合のみ）
電話…03-3869-0968 担当：田中・木川（きがわ)

内容…散歩介助、館内清掃、趣味を生かしたボラン
ティア活動、レクリエーションの参加など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区東小岩4-23-4 京成バス小73系統
「南小岩三丁目」下車 徒歩3分
交通費・食事…支給なし
電話…03-5612-2550 担当：平山

介護老人保健施設 やすらぎ

やさしい手デイサービス ゆめふる小岩

内容…レクリエーション活動、リハビリ介助など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区瑞江1-3-20
都営新宿線「瑞江駅」下車 徒歩10分
交通費…支給なし
食事…支給なし
電話…03-3679-3749 担当：小川相談員

内容…見守り、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など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区南小岩6-4-7
JR総武線「小岩駅」下車 徒歩8分
交通費…実費支給
食事…支給あり
電話…03-5612-2622 担当：小野山

介護老人保健施設
東京さくらメディケアセンター

サービス付き高齢者向け
さくらレジデンス篠崎

内容…書道・手工芸作成のお手伝い、囲碁や将棋の
相手など
日時…月〜金（時間はご相談ください）
場所…江戸川区東篠崎1-11-1
京成バス小72系統「内沼」下車 徒歩4分
交通費・食事…支給なし
電話…03-5664-1705 担当：友野（ともの）

内容…囲碁の相手、折り紙・絵手紙を一緒にやって
いただける方
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区篠崎町4-21-10 京成バス小72系統
「新町商店街」下車 徒歩2分
交通費・食事…支給なし
電話…03-6231-8980 担当：佐々木

グループホーム

あんじゅ

（株）ケアレジデンスコミュニティガーデン
東京アネックス

せんじゅ

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…江戸川区東小岩1-10-12 京成バス小73系統
「東小岩1丁目」下車 徒歩3分
交通費・食事…支給なし
電話…03-6657-8500 担当：平山

内容…音楽・カルチャー・囲碁・将棋など
日時…随時（ご相談ください）
場所…江戸川区南篠崎 1-6-14
都営新宿線「瑞江」駅下車 徒歩9分
交通費・食事…要相談
電話…03-5879-7767 担当：萩野（はぎの）
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ボランティ
ィア通信
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

大 ◆災 ◆害

みんなで助かろう !

〜 障がい者の災害講座 〜

開催報告

1月26日（日）午前10時から、タワーホール船堀で
「障がい者の災害講座」が開催されました。車いす利用
者や視覚、聴覚障がい者とその支援者など約50名の
方々が参加しました。
はじめに区危機管理室から大規模水害時や地震発生
時の避難方法についての講話と、区障害者福祉課から
ヘルプカードの説明がありました。
休憩を挟み、「1月の平日午前8時に震度6の地震が
発生した」という想定のもと、
「どのような行動をとる

◆

危機管理室の職員による講話

◆

か、何が必要か」というテーマで、4班に分かれて
グループワークを行いました。
「介助者が来るまで
生き延びられるか不安だ、エレベーターが止まっ
たら避難できない」など、障がい者ならではの困
りごとを理解する大変貴重な機会となりました。
最後に、協力いただいた三和商事株式会社から
災害時に必要な備品（ヘルメット、非常食、トイ
◆

討議に熱が入ったグループワーク

◆

レ等）の紹介を

いただき、充実した3時間となりました。
災害時には「自助」と、地域・仲間どうしで助け合い、支えあう
「共助」が大切であることを再認識できました。また、障がいをお持ち
の方とその支援者の方の双方で、災害時の困りごとを共有する良い機
会となりました。
これからも災害時に障がい者をはじめ、みんなで助かるにはどうす
ればよいかを考えていきます。

◆

非常トイレの紹介

江戸川区福祉ボランティア団体協議会主催の講演会「人をきずつけない話し方
（3 月 2 日（月）開催）」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止と
させていただきました。この講演会は、
「ボランティアセンターだより第 42 号」で
お知らせし、
「広報えどがわ」で参加者を募集したところ、多くの皆様からお申し
込みをいただきました。また、定員に達したあとも参加希望のお電話を多数頂戴し
ました。開催前から大きな反響をよぶ企画でしたが、断腸の思いで中止せざるを得
なくなったことは、とても残念でした。
協議会としましては、新型コロナウイルスの状況が収まってから、改めて開催を
検討したいと考えております。
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◆

