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新しい時代に向けて

一歩、踏み出そう！

コロナ禍でも、自宅で受けられるオンライン講座を開講します！

ボランティア

ボランティア

入門講座

入門
講座

～はじめの一歩～

初心者対象

初心者対象

対象

区内在住で傾聴に興味があり、
ボランティア活動をご検討される方。
パソコン・タブレット・スマホ等をお持ちで
メールの送受信ができる方。事前リハーサル
に参加できる方。

対象

区内在住で、ボランティア活動をご検討され
る方。
パソコン・タブレット・スマホ等をお持ちで
メールの送受信ができる方。事前リハーサル
に参加できる方。

日時

12月3日(木) 10：30～12：00

日時

12月15日(火) 14：00～15：20

場所

参加者の自宅等
インターネット環境（Wi-Fi推奨）
カメラ・マイクをオンにできる環境をご準備
ください。

場所

参加者の自宅等
インターネット環境（Wi-Fi推奨）
カメラ・マイクをオンにできる環境をご準備
ください。

内容

講義「傾聴とは」
グループに分かれて傾聴体験

内容

発声・発音・アクセント・ちょこっと朗読
実習体験 など

定員

12名（申込順）

定員

10名（申込順）

受講料

など

無料

申込

11/5 (木)～ 留意事項をご確認の上、

申込

申込フォームよりご応募ください。

無料

11/5 (木)～ 留意事項をご確認の上、申込
フォームよりご応募ください。
https://koto-shakyo.or.jp/volunteerc/

https://koto-shakyo.or.jp/volunteerc/

オンライン（Zoom）の事前リハーサルが必要です

オンライン（Zoom）の事前リハーサルが必要です

Zoom事前
リハーサル

受講料

定員になり次第締切

定員になり次第締切

Zoom事前
リハーサル

11月24日(火) 10：00～11：00 又は
11月27日(金) 14：00～15：00
１

12月 9日(水) 10：00～11：00 又は
12月11日(金) 14：00～15：00

本紙掲載のボランティア活動をご希望される方
ボランティア登録されていない方

ボランティア登録がお済みの方

ボランティア・センターへお電話を
ください。（登録番号・氏名・希望する活動・

ボランティア登録をお勧めしています。

身分証明書（免許証・保険証などの住所を確認できる
もの）を窓口にお持ちください。

活動日をお伝えください）

※現在、新型コロナウィルスの感染防止対策のため、ボランティアの受入を制限している
施設もありますので、施設に確認のほどお願いいたします。なお、活動をされる際は、
マスク着用、手洗い・手指消毒を心掛けてください。

子育て・保育
施 設 名

活 動 内 容

日

1

②木育広場
・会場開始準備及び片付け
（おもちゃの荷下ろし・移動）
・消毒、清掃、遊んだ後のお
もちゃの消毒(コロナ対策）
・子どもの見守り
場所：亀高地区集会所
（北砂6-26-7）

②第３日曜日
9:30～14:00
（イベントにより変動
あり）
対象：生後3ヶ月~
就学前の子ども
③随時
9:30～14:00
（イベントにより変動
あり）

③ひととき保育
・保育補助
場所：亀高地区集会所
（北砂6-26-7）

２

子
ど
も
好
き
で
あ
り
、
あ
ま
り
お
し
ゃ
べ
り
好
き
で
な
い
人

人 数

交通費 食事

〇
500円

×

10名
〇
(登録制) 500円

〇

２名

〇
500円

×

1日
２～３人
程度

△
遠い
場合
要検討

×

２名

対象：生後3ヶ月~
就学前の子ども

障害のある子どもの見守り
放課後等
学校までの送迎（一緒に迎えに
デイサービス 行ってもらいます）
大夢
（辰巳1-2-9102）

条件

①（月・火・水・
第2・4金曜日）
9:30～14:00
（イベントにより
変動あり）
対象：生後3ヶ月~
就学前の子ども

①親子のあそび場
・消毒
・清掃
・お茶出し
など補助
場所：東砂5-5-9-101

NPO法人
子育てサロン
すくすく

時

一緒に遊んでもらうことがメイン
です！

月曜日～金曜日
13：00～18：00
（何時間でも可）

その他の施設
施 設 名

３

一般社団法人
地域コミュニ
ティ振興協会
(江東えがお新聞）

活動内容

日

時

「ご近所ミニデイ」のサポートボランティア
12月３日（木）から
一緒に参加しながらコミュニケーション・交流 毎週木曜日
のフォローのお手伝い
10：00～13：00
場所：北砂５丁目団地 1号棟集会室
（江東区北砂5-20-1）
２

月1回または1回以上
参加可能な方

人 数

交通費 食 事
〇

10名

×

お弁当
支給

ズーム

Zoomは、パソコン・スマホ・タブレット
を使ってオンライン上で講座や会議の
できるアプリです。コロナ禍で直接会う
事が難しくても、顔を見ながら人とお
話しできます。

意外と簡単！？

インターネット環境

みんなとつながる！

Wi-Fi推奨

パソコン
（カメラ・マイク付）
or タブレット or スマホ

Zoom操作に慣れている
皆さん！

まだまだ
在宅勤務
いつもZoomで
会議しているよ

ボランティア・センターのオンライン講座
を手伝ってくれませんか？ご協力いた
だける方 は、ぜひ ボランティア ・ セン
ターまでご連絡ください！

ボランティア・センターでは、コロナ禍の中でも皆さ
んのボランティア活動が広がるよう、Zoomについ
て勉強しています。一緒に勉強してみたい！活用
してみたい！興味がある！という方、ボランティア・
センターまでご連絡ください。

☎3645-4087

自宅でできるボランティア活動
ありがとう
ございます！
（ご寄付ください）

未使用のタオルで
作成したもの

さ区ご
せ内寄
て福付
頂祉頂
き施い
ま設た
す等ぞ
、にう
配き
布ん
は

ごめんなさい
（受付できません）

使用済みのもの、
使用済みのタオルで
作成したもの

〒135-0016
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内
送料はご負担ください 江東ボランティア・センターまで
窓口でも受付けています

送付先

を 寄付してください

平日9：00～19：00
土曜9：00～17：00
日曜祝日は休館

～コロナ禍でのボランティア活動Ⅳ～
江東ボランティア連絡会・定例会を行いました！
本年度２回目の定例会を１０月１０日（土）に実施しました。残念ながら台風の影響により雨
の中での開催となりましたが、４０名近くの会員が出席し、情報共有や情報交換を皆嬉しそうに行っ
ていました。『未来に思いを馳せ、希望を持ちみんなで頑張って行きましょう！』（会長挨拶より）

久々の開催に
案内もカラフル♪

入室前の検温、消毒、
換気、飛沫予防などを
徹底。

役員は全員フェイスシールド
を着用。マイクの消毒も徹底
しています。

３

会長からの心を打つ話しに
『つながる』ことへの喜びを
実感しました。

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108カ所、区外5カ所で
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。

白 河 地区（12）

富 岡 地区（10）

北 砂・東 砂 地区（17）
スポーツ会館（北砂1-2-9）

白河出張所（白河1-3-28）

富岡出張所（富岡1-16-12）

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）

北砂三郵便局（北砂3-20-9）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ越中島通り店（越中島3-6-30）

北砂五郵便局（北砂5-19-25-101）

白河郵便局（白河4-1-5）
芭蕉記念館（常磐1-6-3）
森下町郵便局（森下1-12-6）

北砂一郵便局（北砂1-11-1）

都立第三商業高等学校(越中島3-3-1）
古石場文化センター（古石場2-13-2）

森下文化センター（森下3-12-17）
深川ふれあいｾﾝﾀｰ森下分館（森下5-11-1）

ｹｲ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（白河1-5-15）
深川図書館（清澄3-3-39）

古石場図書館（古石場2-13-2）

江東牡丹郵便局（牡丹3-8-3）

深川北スポーツセンター（平野3-2-20）

深川一郵便局（深川1-8-16）

亀 戸 地区（9）
亀戸一郵便局（亀戸1-17-6）

小松橋出張所（扇橋2-1-5）

亀戸出張所（亀戸2-19-1）

障害者福祉センター（扇橋3-7-2）

亀戸文化センター（亀戸2-19-1）

男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ（扇橋3-22-2）
千田郵便局（千田21-6）
住吉郵便局（住吉2-3-9）

朝日信用金庫 猿江支店（猿江1-18-2）

東 陽・木 場 地区（14）
健康センター（東陽2-1-1）
特別養護老人ﾎｰﾑ江東ホーム（東陽2-1-2）

亀戸五郵便局（亀戸5-42-13）
亀戸図書館（亀戸7-39-9）
亀戸スポーツセンター（亀戸8-22-1）
亀戸ふれあいセンター（亀戸9-33-2）

大 島 地区（12）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ大島1丁目店（大島1-34-15）
城東郵便局（大島3-15-2）

洲崎橋郵便局（東陽3-20-9）

大島出張所（大島4-5-1）

深川郵便局（東陽4-4-2）

総合区民センター（大島4-5-1）

江東区文化センター（東陽4-11-3）
区役所広報広聴課（東陽4-11-28）

東砂スポーツセンター（東砂4-24-1）

ヨークマート（東砂1-3-28）

ミニストップ北砂6丁目店（北砂6-27-21）
東砂郵便局（東砂3-1-12）
東砂二郵便局（東砂2-13-10-101）
東砂八郵便局（東砂8-19-13）

南 砂・新 砂 地区(9)
南砂長寿サポートセンター（南砂2-3-5）

南砂団地内郵便局（南砂2-3-14）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ南砂駅前店（南砂3-14-1）
南砂郵便局（南砂4-1-12）
南砂北郵便局（南砂5-24-11-101）
江東図書館（南砂6-7-52）
南砂出張所（南砂6-8-3）

豊 洲・新木場 地区（12）
豊洲特別出張所（豊洲2-2-18）
豊洲文化センター（豊洲2-2-18）
豊洲図書館（豊洲2-2-18）
東雲図書館（東雲2-7-5-201）
イオン東雲店（東雲1-9-10）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ潮見駅前店（潮見2-6-1）

城東図書館（大島4-5-1）

潮見郵便局（潮見1-2-1）
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）

ダイエー大島店（大島4-6-1）
大島郵便局（大島7-22-16）

江東ボランティア･センター(東陽6-2-17）
江東区地域包括支援センター ステップ(東陽3-16-12）

丸山工務店（東砂3-15-7）

南砂六郵便局（南砂6-10-10）

城東病院 老人保健施設（亀戸9-13-1）

東陽図書館（東陽2-3-6）

文化センター内郵便局（東陽4-11-1）

砂町文化センター（北砂5-1-7）

南砂住宅自治会（南砂2-3）

亀戸郵便局（亀戸3-62-12）

ティアラ江東（住吉2-28-36）
都立大江戸高校（千石3-2-11）

城東ふれあいセンター（北砂4-20-12）

介護老人福祉施設 あじさい（東砂4-20-15）

深川愛の園（冬木16-7）

小 松 橋 地区（8）

砂町出張所（北砂4-7-3）

砂町図書館（北砂5-1-7）

永代郵便局（永代1-14-9）

ワークセンターつばさ（佐賀2-7-4）

深川ふれあいセンター（平野1-2-3）

北砂七郵便局（北砂7-5-15）

ダイエー東大島店（大島7-38-30）

ＮＥＣｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）（新木場1-18-7）

かえつ高等学校（東雲2-16-1）
グランチャ東雲（東雲1-9-46）

区 外（5）

東大島文化センター（大島8-33-9）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ江東橋店（墨田区江東橋2-2-10）

木場郵便局（木場5-5-12）

中川船番所資料館（大島9-1-15）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ舎人ライナー日暮里駅店（荒川区西日暮里2-19-2）

明治安田生命保険相互会社（東陽2-2-11）

東大島駅前郵便局（大島9-4-1-101）

東京YMCA社会体育・保育専門学校（東陽2-2-15）

東大島図書館（大島9-4-2-101）

イトーヨーカ堂木場店（木場1-5-30）

４

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)
共立女子大学（千代田区一ツ橋2-6-1）
東洋大学白山キャンパス（文京区本駒込1-10-2）

