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えどがわボランティアセンターだよりえどがわボランティアセンターだより

令和3年度  講座、体験、イベント情報ボランティアを
始めるきっかけ

に！

夏の
ボランティア
体験

開催：夏休み期間中
内容：ご自宅で出来る内容を予定しています。

詳細が決まりましたら、ホームページで
ご案内します。

出前
ボランティア
体験

開催：小・中学校、高校や区内事業所の希望日時
内容：ボランティア団体とともに障がい者の講話、

手話・車いす介助体験・ガイドヘルプ体験な
どを行い、障がい者への理解を深めます。

掲載内容については、変更になる場合がありますので、
ホームページなどで最新の情報をご確認ください。

出前ボランティア体験の様子

（公財）えどがわボランティアセンター ☎03（5662）7671問合せ先

手話体験

車いす体験

ガイドヘルプ（視覚障がい）体験

ホームページが
スマホ等でも見やすく
外出先でもスマホで手軽に
ご利用いただけます。

はじめての傾聴ボランティア

手話ボランティア養成（新）

日本語ボランティア入門

ボランティアのための日本語講座

10月：2日間コース

11月：3日間コース

10～11月：8日間コース

令和4年1月：2日間コース

講座 日程 会場

　ボランティアセンターでは、ボランティア活動の普及・啓発のため、講座や体験事業などを行っていま
す。今年度は、オンラインでの講座も予定しています。各講座は、新型コロナウイルス感染症対策を行っ
たうえで開催します。ボランティアを始めるきっかけに、当センターの講座や事業にぜひご参加ください。
　詳しくは、「広報えどがわ」や、「えどがわボランティアセンターだより」、当センターのホームページなど
で随時掲載します。

グリーンパレス

グリーンパレス

オンライン開催

オンライン開催



学生ボランティア
の現場紹介！
学生ボランティア
の現場紹介！
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　区内の小・中学校、高校、専門学校が開催
するボランティア活動の予定がありましたら、
ボランティアセンターまでお知らせください。
　取材に伺い、学生のボランティア活動の様子
を本紙でご紹介させていただきます。

　ボランティアセンターでは、ホームページで
登録団体の情報を紹介しています。令和3年度
4月に、最新の情報に更新しましたので、ぜひ
ご覧ください。　
　また、登録した団体は、ボランティア活動室
や印刷機の利用ができたり、ボランティア保険
料の一部助成が受けられたりします。
　登録には、江戸川区内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。

ボランティア団体
として登録すると
ボランティア団体
として登録すると

　今年度からボランティアセンターは、試行で土曜
日の一部開所を実施しています。
　土曜開所日は、毎月第２・第4土曜日で、右の表の
とおりです。
　新型コロナウイルス感染症の状況により、変更に
なる場合は、ホームページにてお知らせします。
※７月のみ第２・第５土曜日です。 

ボランティアセンター土曜開所日について（試行）ボランティアセンター土曜開所日について（試行）

－  2  －

ボランティア活動をするうえで、気を付けたい
新型コロナウイルス対策です！

（公財）えどがわボランティアセンターこのページのお問い合せ先 ℡03-5662-7671

ボランティアセンター新メンバーの紹介！！
安 成 （やすなり） 丑木 （うしき）岩 澤 （いわさわ）

みなさんのボラン
ティア活動の一助に
なれるよう頑張って
いきますので、よろし
くお願いいたします。

主に月曜と金曜の週
２日出勤します。
笑顔でお待ちしてい
ます。よろしくお願い
いたします。

窓口でみなさんと
お会いすることを楽
しみにしています。
よろしくお願いいた
します。

土曜開所カレンダー
（2021～2022年）

2021 6月
7月
8月
9月
10月

12・26日
10・31日
14・28日
11・25日
9・23日

11月
12月

2022 1月
2月
3月

13・27日
11・25日
8・22日
12・26日
12・26日

毎朝の体温
チェック
平熱でないときは、
活動を控えましょう

活動時間
の短縮、
グループ
に分けての
活動

万が一に備え、連絡手段確保
のために参加者名簿を作成

❶❶

❸　❸　 ❹　❹　

室内での活動では人数制限
（会場定員の半分以下）

❷❷

マスク着用
こまめに
手洗い・消毒 こまめな水分補給で熱中症予防

❺❺ ❻❻



ボランティアさん募集情報 　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。
TEL 03-5662-7671／FAX 03-3653-0740
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内　容 … 障害者就労支援施設における施設外の
就労に伴う運転（移動販売車の運転）

日　時 … 毎週金曜日　10：30～12：00
15：00～16：30

（集合は、10：25でお願いします）
場　所 … 江戸川区松島2-9-2

東京ソテリアエンプロイメント
ＪＲ新小岩駅より徒歩15分

交通費 … 全額支給 食　事 … 支給なし
その他 … 男女問わず1名（要普通車免許）
電　話 … 5879-4970　担　当 … 塚本

一緒がいいね！！ひなたぼっこ
（※富山型デイサービス）

内　容 … 子ども達の遊び相手、配膳、洗物、ほか
日　時 … 毎月第3日曜日　10：00～14：00
場　所 … 区立「あったかハウス」

江戸川区南葛西1-1-1-101
（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 … 支給なし
食　事 … 実費４００円で注文できます 
連絡先 … NPO法人江戸川・地域・共生を考える会
電　話 … 3675-9670　担　当 … 高村
※「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。

ボランティア団体登録数
登録団体数：176団体／登録人数：4,677人

（令和3年4月現在）

3月 ～ 4月

　ボランティアセンターでは、ボランティア人材の育成やボランティア活動へのご支援をいただくため、
広く皆様からの善意のご寄付をお待ちしております。ご寄付をいただける場合は、ボランティアセンター
に直接ご相談ください。寄付金については、寄附金控除の対象になります。
　皆様からいただいた寄付金は、区のボランティア振興に有効に使わせていただきます。また、ご寄付を
いただいた個人、団体のお名前を下記の「ありがとう」のコーナーにてご紹介いたします。

使用済み切手
受領 ： 61件／25.2kg

寄付（1件）
匿名　5,000円

ボランティアの振興に有効に
使わせて頂きます。

特定非営利活動法人
東京ソテリア

内　容 … 食品をお持ちください（賞味期限１か月以上のもの）
日　時 … 毎週土曜日　12：00～15：00
場　所 … 江戸川区松島3-14-8　ステーションＭ

ＪＲ新小岩駅より徒歩9分（新小岩ルミエール商店街内）
連絡先 … 直接会場へお越しください
その他 … 一緒に活動してくれるボランティアも合わせて募集

します
※「フードドライブ」とは、主に家庭で余っている食品を持ち寄り、食料
支援を必要としている方に寄付することです。

フードネット江戸川
（※フードドライブ）

　ボランティアセンターへのご寄付について
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● 第 3 回 ● 災害ボランティアセンターとは● 第 3 回 ● 災害ボランティアセンターとは
　被災地で災害ボランティア活動を行うには、被災地の社会福祉協議会で立ちあげる「災害ボランティア
センター」を通して参加します。災害ボランティアセンターは、全国から集まるボランティアとボランティ
アを必要とする被災された方をマッチングする（結びつける）役割を担います。
　今回は、災害ボランティアセンターを通して被災地でボランティア活動をする場合の、おおまかな流れ
についてご紹介します。
※新型コロナウイルスの状況で、受け入れ地域・人数が制限される場合があります。必ず事前に現地の
災害ボランティアセンターのホームページを確認してください。

❶ 受付

　左右に青色の手のひら、その手を上下前後に回すような動作を表す
茶色の２本の輪。このマークは「手話マーク」といいます。
　耳が聞こえない人が手話によるコミュニケーションを求めているとき
に提示したり、公共施設や交通機関の窓口など、手話による対応ができ
る施設が掲示できます。
　耳が聞こえない人がこのマークを掲示した場合は「手話で対応をお
願いします」の意味になります。窓口に掲示されている場合は「手話で対
応します」の意味になります。

氏名や資格、特技などを登録します。
※ボランティア保険は、あらかじめお住まいの地
元ボラセンで加入し、宿泊する場所をご自身で手
配してから被災地へ駆けつけましょう。

ケガなどに注意し、センターで決められた時間まで活動します。
決して無理はせず、休憩を取りながら活動します。

❷ 事前オリエンテーション
スタッフから、活動にあたっての注意点や心構え
の説明を受けます。

❸ グルーピング
センターに寄せられた、被災された方の困りごとご
とに、活動するグループが編成されます。
グループごとにリーダーを決め、依頼先までの移動
手段などの説明を受け、活動に必要な資材を借り受
けます。

活動後、借用資材をセンターに返却し、ボランティア
活動の進捗状況や新たな困りごとがないか、報告し
ます。この報告をもとに、翌日のボランティア計画が
立てられます。

❹ ボランティア活動

❺ 活動報告

子どもの遊び相手
避難所の炊き出しの手伝い

家財の片づけの手伝い

このマーク 手話マーク

例えば
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