
※平成28年度の手話通訳Ⅰ・Ⅱコースの選考は終了しております。
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手話通訳
Ⅰコース

手話通訳
Ⅱコース

手話通訳の基本技術を身につける。
入門・基礎コース修了レベル。約25人（選考）

手話通訳の実践技術を身につける。
手話通訳Ⅰコース修了レベル。約15人（選考）

4/19～平成29年3/7の火曜（講習41
回・試験1回）
18：30～20：30

4/19～平成29年3/7の火曜（講習42
回）
18：30～20：30

コース

入門・基礎
コース

期　間

4/19～平成29年3/7の火曜（講習41
回・試験1回）
【昼】14：00～16：00（開・閉講式、合
同講演会は夜間）
【夜】18：30～20：30

内　容

聴覚障害者への理解と基礎的なコミュニケーション力を身に
つける。
手話学習未経験者で手話の習得に熱意のある方、各50人
（抽選）
※ガイダンス受講が必要です。

No.393

社会福祉法人江東区社会福祉協議会
江東ボランティア・センター 発行
〒135-0016 江東区東陽６－２－１７
江東区高齢者総合福祉セン ター内
TEL３６４５－４０８７ FAX３６９９－６２６６

手話講習会
入門・基礎コース受講者募集

2016年

3月号

聴覚に障害のある方とのコミュニケーション手段の一つである手話を学び、手話通訳者・手話協力員

を目指す講習会を開催しています。手話講習会は、入門・基礎コース、手話通訳Ⅰコース、手話通訳

Ⅱコースがあり、今回は、入門・基礎コース受講者を募集します。

◆応募資格 ：区内在住・在勤・在学の１８歳以上（平成２８年４月１日現在）の健聴者で、修了後に

手話通訳者、手話協力員として江東区で活動できる方（詳細は下表の通り）※一度受講した方は受

講不可

◆受講希望者は、受講希望時間帯のガイダンスを申込みしてください。

「入門・基礎コース受講者ガイダンス」

４月５日（火） 【昼】１４：００~ 【夜】１８：３０~
持ち物：受講結果通知用の返信用封筒（長３）、８２円切手

◆締 切 ：３月２９日（火）午後７時

◆申込・問合せ：江東ボランティア・センター ℡３６４５－４０８７

《平成２８年度開講コース》



■特別養護老人ホーム
施  設  名 活動内容 日       時 人数 等 交通費 食  費

1
塩浜ホーム
（塩浜2-7-17）

①食事の手伝い
②余暇活動補助

①8:00～、12:00～、18:00～
　　(1時間程度）※曜日は要相談
②10：00～（1時間半程度）
　　※第２、４金曜日
 　14：00～（1時間程度）
　　※活動実施日は要相談

○
実費
相当分

△昼を
またぎ
4時間
以上
活動時

2
江東ホーム
（東陽2-1-2）

①シーツ交換②食事配膳・コップ洗い
③ホーム喫茶のお手伝い④ミニホー
ム喫茶のお手伝い⑤話し相手⑥書道
クラブの先生

①水曜日9：30～11：30②7：30～、
11：30～、17：30～③偶数月の第
２水曜日14：00～④金曜日14：00
～⑤9：30～16：30⑥第１、３木曜
日9：30～11：00

○
実費
相当分

△昼を
またいだ
活動時

3
深川愛の園
（冬木16-7）

①シーツ交換
②レクリエーション（歌、カラオケのお
手伝い、阿波踊り、太極拳、演芸、手
品など）をしてくださる方
③日常ボランティア（お話相手、レク補
助、掃除、ドライヤーかけなど）
④ホーム喫茶のお手伝い

①金曜日　9：00～12：00
②月～土　14：00～15：00
③月～土　13：00～16：00
④第1・3水曜日　13：00～16：00

×

△昼を
またぎ
6時間
活動時

4
三井陽光苑
（新砂3-3-37）

話し相手、行事、レクリエーションの手
伝い、車椅子を押す作業、食事の手
伝い、洗濯物たたみ、シーツ交換、麻
雀の相手など

日時は応相談 × ○

5
北砂ホーム
（北砂6-20-30）

①シーツ交換
②食事の下膳、コップ洗い
③出張売店ボランティア
④お話し相手
⑤書道ボランティア（見守り・補助）
⑥折り紙・歌・紙芝居など何か得意な
ことで一緒に楽しめる方

①水曜日 9：30～11：00
②朝食7:30～、昼食12:00～、
   夕食18:00～（週１回でも可）
③第１・３金曜日　13：00～14：00
④9～17時　応相談
⑤第１・３水曜日　13：00～14：00
⑥9：00～17：00（応相談）

○
実費
相当分

△昼を
またいだ
活動時

■その他の高齢者施設
施  設  名 活  動  内  容 日       時 人数 等 交通費 食 費

6
冬木長寿

サポートセンター
（冬木16-7）

「手芸教室のお手伝い」
・会場の準備、後片付け
・手芸中は講師の補助

毎月第３or第４水曜日
15：00～17：00（月1回）

1～2名
手芸の
好きな
方

× ×

7

東陽高齢者在宅
サービスセンター
（東陽6-2-17
3階）

お茶出し、配膳、話し相手
月～土曜日
9：00～12：30
※週１回～

各日1名 × ×

本紙掲載のボランティア活動を希望される方は、
ボランティア登録されている方 ･･･ボランティア・センターへお電話を下さい。

（登録番号・氏名・希望する活動・活動日をお伝え下さい）

ボランティア登録されていない方 ･･･ボランティア・センター窓口にてボランティア登録を行います。
その後、希望するボランティア活動のご相談に応じます。

『交通費・食費について』
○･･･用意する

×･･･用意しない
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■その他の高齢者施設
施  設  名 活  動  内  容 日       時 人数 等 交通費 食 費

8
南砂高齢者在宅
サービスセンター
（南砂2-3-5-102）

創作補助、話し相手
月～土曜日
10：00～12：00
13：00～15：00

× ×

9

古石場在宅
サービスセンター
（古石場2-14-1-

101）

①お茶だし、話し相手、昼食の配膳、
下膳②ドライヤーかけ、洗濯③演芸の
披露④、麻雀のお相手

月～土曜日
9：00～16：00
※応相談

1～数名 × ×

10
あっぷる
デイサービス
（亀戸1-33-5）

①話し相手
②簡単なお手伝い（お茶だし、テーブ
ル拭き、ドライヤーかけ　など）
③将棋、囲碁の相手

月～土曜日9：00～12：00頃
週に2～3回程度

1～3名 × ×

11
ニチイホーム
住吉

（北砂1-10-1）

・ウクレレ、ギター演奏
・絵手紙、習字の指導（どちらか）

月２回  (日曜日を除く)
14：00～14：50

3名程度 ×
×
お茶菓
子有り

12
デイサービス
たけのこ
(南砂3-8-33)

演芸ボランティア
※デイサービスでの演芸活動

月～土曜日
13：30～15:30の間の
１時間程度

1～5名
○
実費
相当分

×

13
深川愛の園デイ
サービスセンター

（冬木16-7）

①話し相手、毎日のプログラムの準備
や進行のお手伝い、片付け②昼食の
配膳、下膳③入浴のお手伝い（ドライ
ヤー、誘導など）④デイサービステラ
スの植物の手入れ

火・木・金・土
10:30～16：30（この中の数時間で
も可）
１週間に１度程度活動できる方

各日
１名

×

△昼を
またぎ
6時間
活動時

14

すこやかホーム
東陽町

（南砂1-3-20
-3階）

お茶出し、話し相手、ドライヤーかけ
月～金曜日
9：30～12：00
いずれか１日でも結構です

各曜日
１名 × ×

15

すこやかホーム
小名木川
（北砂5-20-1-
102）

①演芸※踊りや歌だけではなく、落語
や折り紙などジャンルは限定はしてい
ません。
②話し相手、浴後のドライヤーかけ、
お茶だしなど
③麻雀など

月～土曜日
①14：00～15：00
②10：00～12：00

①1～5名
②各日1名 ×

×
おやつ
を用意

16
介護老人福祉施設
あじさい

（東砂4-20-15）

①お茶くみ、お話し相手、配膳など補
助的業務
②レクリエーション（歌、演奏、踊りな
どの発表会やカラオケのお手伝い）
③麻雀、囲碁、将棋

①月～土　9：00～17：00※ご都合
の良い時間帯
②月～土13：30～14：30※月1回
や2カ月に1回でも可
③月～土10：30～17：00※該当利
用者がいらっしゃる日時となりま
す。

×

△昼食
時間帯を
またいだ
とき

17
介護老人保健施設
葵の園・江東区
(北砂2-18-1)

ベッド、掛け布団のシーツ交換
　9：00～11：00
13：00～15：00
※週１，２回　２時間程度

1～3名 × ×
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■個人
依頼者 活  動  内  容 日       時 人数 等 交通費 食 費

18
小児マヒ
６０歳代女性
（辰巳在住）

髪の毛をカットしてほしい 月・火・金のいずれかの日 １名
有資格者

○ ×

19
７０歳代女性
（亀戸在住）

パソコンの操作を教えて欲しい
火・水・金のいずれか応相談
17：30～18：30 1名

女性の方
○ ×

■障害児・者関係
施設（団体）名 活  動  内  容 日       時 人数 等 交通費 食 費

20
かめさん
（扇橋3-2-2）

高齢の聴覚障害者への昼食サービス
と交流の場でのお茶だし、話し相手、
調理補助など
※手話のできる方もできない方も歓迎
です。

3月5日（土）・3月12日（土）
9：00～15：00（時間は応相談）

2名 ×

×
お茶と
お菓子
は用意

①軽作業②自主製品の販売
③話し合いの補助④外出時の同行

3月17日（木）を除く平日
10：00～16：00

2～3名
○
500円
まで

×

障害者施設通所者の希望者にパソコ
ンを教える

平成28年4月から
第2、4木曜日
13：30～15：30

３名 × ×

■その他の施設
施設（団体）名 活  動  内  容 日       時 人数 等 交通費 食 費

22

公益財団法人
がん研究会
有明病院
（有明3-8-31）

「わかば」（がん研有明病院ボランティ
ア）メンバー募集！

図書整理、外来案内、院内イベント、
コンサートサポート　等
※活動をするにあたり、条件がありま
すので、ボランティアセンターにお問い
合せ下さい。

月～金曜日
午前（10：00～12：00）
午後（13：00～15：00）
週１回、2時間以上の活動を6か月
以上継続できる方

20名 × ×

23

認定ＮＰＯ
ファミリーハウス
アフラックペアレン
ツハウス亀戸
（亀戸6-24-4）

病気の治療中で免疫の低いお子さんが利
用することもあるため、ハウスの衛生維持
を中心とした活動。（宿泊用の部屋・共有
スペースの清掃、花の手入れ、本・玩具の
除菌、手仕事、ＰＣ作業、資料発送など）

週1回～月2,3回 9:00～21:00(１回につ
き2～3時間)日時は応相談※事前に
説明会に参加し、登録をしていただき
ます
説明会： 3/11(金）19：00～
　　　　    3/25（金）14：00～
詳細：http://www.familyhouse.or.jp

○
実費
相当分

×

24
BumB東京ス
ポーツ文化館
（夢の島2-1-3）

館入り口前（ホテル）の花壇の草取
り、花の植え替え、館内の鉢植えの手
入れ、植え替え等

月に３～４回
３～４時間程度
※希望者には作業後、サウナ・
ジャグジー風呂（男・女）提供
※軍手支給

１人でも
グループ
（５名程度）
でも

○
500円

△
昼を過ぎ
たとき

ゆめグループ福祉会

ゆめ工房北砂
（北砂1-14-4）

21

- 4 -



白 河 地区 富 岡 地区 北 砂・東 砂 地区
  白河出張所（白河1-3-28）   富岡出張所（富岡1-16-12）   スポーツ会館（北砂1-2-9）

  深川江戸資料館（白河1-3-28）   深川スポーツセンター（越中島1-2-18）   北砂一郵便局（北砂1-11-1）

  白河郵便局（白河4-1-5）   ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ越中島通り店（越中島3-6-30）   北砂三郵便局（北砂3-20-9）

  芭蕉記念館（常磐1-6-3）   古石場文化センター（古石場2-13-2）   砂町出張所（北砂4-7-3）

  森下町郵便局（森下1-12-6）   古石場図書館（古石場2-13-2）   城東ふれあいセンター（北砂4-20-12）
  森下文化センター（森下3-12-17）   永代郵便局（永代1-14-9）   砂町文化センター（北砂5-1-7）

深川ふれあいｾﾝﾀｰ森下分館（森下5-11-1）   江東牡丹郵便局（牡丹3-8-3）   砂町図書館（北砂5-1-7）

  ｹｲ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（白河1-5-15）   深川愛の園（冬木16-7）   北砂五郵便局（北砂5-19-25-101）

  深川図書館（清澄3-3-39）   深川一郵便局（深川1-8-16）   北砂七郵便局（北砂7-5-15）

  深川北スポーツセンター（平野3-2-20） 亀 戸 地区 　ヨークマート（東砂1-3-38）

  深川ふれあいセンター（平野1-2-3）   亀戸一郵便局（亀戸1-17-6）   東砂二郵便局（東砂2-13-10-101）

小 松 橋 地区   亀戸出張所（亀戸2-19-1）   東砂郵便局（東砂3-1-12）

  小松橋出張所（扇橋2-1-5）   亀戸文化センター（亀戸2-19-1） 　丸山工務店（東砂3-15-7）

　障害者福祉センター（扇橋3-7-2）   亀戸郵便局（亀戸3-62-12）   東砂スポーツセンター（東砂4-24-1）

男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ（扇橋3-22-2）   亀戸五郵便局（亀戸5-42-13）   東砂八郵便局（東砂8-19-13）

  あそかライフサービス㈱(住吉1-16-13）   亀戸図書館（亀戸7-39-9）

  住吉郵便局（住吉2-3-9）   亀戸スポーツセンター（亀戸8-22-1） 南 砂・新 砂 地区
　ティアラ江東（住吉2-28-36）   亀戸ふれあいセンター（亀戸9-33-2）   南砂住宅自治会（南砂2-3）

　朝日信用金庫 猿江支店（猿江1-18-2） 　サンビュー城東（亀戸9-13-1）   南砂団地内郵便局（南砂2-3-14）

  千田郵便局（千田21-6） 大 島 地区    ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ南砂駅前店（南砂3-14-1）

東 陽・木 場 地区    ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ大島1丁目店（大島1-34-15）   南砂郵便局（南砂4-1-12）

  健康センター（東陽2-1-1）   城東郵便局（大島3-15-2）   南砂北郵便局（南砂5-24-11-101）

　特別養護老人ﾎｰﾑ江東ホーム（東陽2-1-2） 　ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ大島団地店（大島4-1-1）   江東図書館（南砂6-7-52）

  東陽図書館（東陽2-3-6）   大島出張所（大島4-5-1）   南砂出張所（南砂6-8-3）

  洲崎橋郵便局（東陽3-20-9）   総合区民センター（大島4-5-1）   南砂六郵便局（南砂6-10-10）

  深川郵便局（東陽4-4-2）   城東図書館（大島4-5-1）

  文化センター内郵便局（東陽4-11-1） 　ダイエー大島店（大島4-6-1） 豊 洲・新木場 地区
  江東区文化センター（東陽4-11-3）   大島郵便局（大島7-22-16）   豊洲特別出張所（豊洲2-2-18）

　区役所広報広聴課（東陽4-11-28） 　ダイエー東大島店（大島7-38-30）   豊洲文化センター（豊洲2-2-18）

  江東ボランティア･センター(東陽6-2-17）   東大島文化センター（大島8-33-9）   豊洲図書館（豊洲2-2-18）

  イトーヨーカ堂木場店（木場1-5-30）   中川船番所資料館（大島9-1-15）   東雲図書館（東雲2-7-5-201）

  木場郵便局（木場5-5-12）   東大島駅前郵便局（大島9-4-1-101）  イオン東雲店（東雲1-9-10）

  東大島図書館（大島9-4-2-101） 　ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ潮見駅前店（潮見2-6-1）

　㈱千歳（大島7-43-2）   有明スポーツセンター（有明2-3-5）

  ミニストップＷＡＮＺＡ有明店（有明3-1）

ホームページ　http://homepage3.nifty.com./koto-shakyo/ ＮＥＣｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）（新木場1-18-7）

 ■開  館  日 ： 月～土曜日 　グランチャ東雲（東雲1-9-46）

 ■開館時間  ： 午前９時～午後９時 ※事務受付：午前９時～午後７時

　　　　　　　　　　（土曜日 ：午前９時～午後５時）　　　　　　　　　　　 区　外
 ■休  館  日 ： 年末年始（１２／２９～１／３）、日曜日・祝日   ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ江東橋店（墨田区江東橋2-2-10）

  相生の里（中央区佃3－1－15）

  ●都営バス    東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ(新宿区神楽河岸1-1)

   ［錦13甲］ 錦糸町駅～晴海埠頭

   ［錦13乙］ 深川車庫～錦糸町駅

           「東陽6丁目」下車  徒歩1分
   ［東22］ 錦糸町駅～東京駅北口

   ［門21］ 東大島駅～門前仲町

           「豊住橋」下車  徒歩5分

  ●東京メトロ東西線

   ［木場駅］1番出口から徒歩12分

   ［東陽町駅］１番出口から徒歩15分

ボランティアだより  設置場所
ボランティアだよりは区内の施設、公共機関、郵便局、店舗等にご協力いただき、

区内９２カ所、区外３ヵ所で入手できます！その他、インターネットからもご覧いただけます。

上記施設以外にも、ボランティアだ
よりを置いて頂ける施設・商店など
ございましたら、ボランティア・セン

ターまでご連絡ください!!
TEL(3645-4087)

改修工事中

改修工事中

改修工事中
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■ボランティア登録数

（平成28年2月22日現在）

【個人】 ５，２５３名

【団体】 ９７団体

■ボランティア活動報告

（１月）
【ハンディキャブ・

運転ボランティア】

６名 ２９回

【ボランティア依頼】

２６件 ４８名

■３月の行事予定

【手話講習会】

３／１日

１４：００～／１８：３０～

３／８日は

※閉講式 １８：３０～

ゴールデンウイーク期間の５月２日（月）は当

日のみの貸出となり、５月３日（火）～５月５日

（木）は貸出不可となりますのでご了承のほ

どよろしくお願いいたします。

NHK厚生文化事業団

「わかば基金」
「ハンディキャブの貸出」について

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を展開してい

るグループが活動の幅を広げるための支援をします。福

祉にとって厳しい時代だからこそ、地域に芽吹いた活動を

もっと応援していきます。

①「支援金」部門 7グループほどを予定

支援金１グループにつき最高100万円

②「リサイクルパソコン」部門 ノートパソコン50台ほど

贈呈台数 1グループにつき3台まで

③「東日本大震災復興支援」部門 1グループほどを予定

支援金1グループにつき最高100万円
※①②③詳細はURL参照 http://www.npwo.or.jp
◆申込・申請書（ホームページからダウンロード可）に必

要事項を記入し下記に郵送※締切2016年3月31日（木）
◆問合せ・申込先

NHK厚生文化事業団「わかば基金」係
〒150-0041東京都渋谷区神南1-4-1

e-mail:info@npwo.or.jp

「発達障害ってなんだろう？」
【日 時】 3月28日（月） 13：30～15：00

【場 所】 江東区障害者福祉センター（扇橋3-7-2）

【内 容】 発達障害の理解と支援について

【講 師】 十文字学園女子大学教授 阿子島 茂美

【対 象】 区内在住・在勤の方 30名（申込順）

【申込期間】 3月1日（火）～3月26日（土）

【申込方法】

電話・FAXまたは障害者福祉センター窓口にて受付

※FAXの場合は、講座名・住所・氏名・年齢・電話（FAX）番号を記入

TEL 3699-0316 FAX 3647-4918

オリンピック・パラリンピックボランティア連絡会（登録団体連絡会）

2月13日（土）にオリンピック・パラリンピックボランティア連絡会（以下、連絡会）を開催しました。

連絡会では、当センターの登録団体約30団体が参加しました。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、競技場が多く予定されている江東区におい

て、地元のボランティアとして何ができるのかを考えました。また、ゲストに江東区出身でパラカヌー

選手の「諏訪 正晃」さん、「瀬立 モ二カ」さんを迎えて、ボランティアに期待されることや現在の活

動についてお話をいただきました。両選手

とも、昨年夏のイタリア大会では入賞を果

たし、今後の活躍が期待されています。

最後に参加された皆様と記念撮影。地元

のボランティアならではの、暖かい雰囲気

が両選手へのエールとなりました。


