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実際にボランティア活動をしている方々が、ボランティア活動
についての相談を受け付けています。

11月より利用時間が拡大されます！

毎週 月・水・金
13：30～16：00
（年末年始・祝祭日を除く）

お気軽にご利用ください！

ボランティア・センター活動室は、新年度
移行準備のため、

3月22日（水）～
3月31日（金）まで

利用することができません。
ご迷惑をお掛けしますが、どうぞよろしく
お願いいたします。

福祉体験

演奏・踊り

活動PR
コーナー

たのしもう！
車いす、手話、点字、
白杖 etc.

元加賀小学校
和太鼓クラブ

中村中学校・高等
学校 吹奏楽部

※感染対策上、映像
出演となることもあり
ます etc.

ボランティア団体等に
よる地域貢献活動の
PR etc.

こども工作コーナー、
こども手作り体験、
福祉作業所
手づくり市、
リサイクルブック
コーナー etc.

ご来場の際は体温チェックとマスクの着用をお願いします。体調不良の方は入場をご遠慮いただ
く場合があります。今後、再びコロナの感染が急拡大した場合は、中止することがあります。

主催：江東ボランティア連絡会
江東区社会福祉協議会 江東ボランティア・センター

後援：江東区 お問合せ：江東ボランティア・センター(03-3645-4087)

わをつくろう しりあい ふれあい たすけあい
ボランティアまつりは区内で活躍しているボランティアのみなさんの活動を幅広く紹介するとともに、新たにボランティアを始めるきっかけ作りを
サポートするイベントです

土

10：00～
15：00



本紙掲載のボランティア活動をご希望される方

ボランティア登録がお済みの方 ボランティア登録されていない方

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。

※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。

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・

活動日をお伝えください）

施 設 名 活 動 内 容 日 時 人 数 交通費 食事

障害児・者関係

１

放課後等
デイサービス
大夢

(辰巳1-2-9-102)

障がいのある子どもの見守り
一緒に遊んでもらうことがメインです

時間によっては学校までの送迎を
お願いすることがあります

月～金
13：00～
18：00
何時間でも
可能

1日
2～3名
程度

× ×

２

東京都生活文化
スポーツ局
スポーツ総合
推進部

パラスポーツ課

・体験教室の運営補助
（会場設営、横断幕の掲示、ゲーム
補助、消毒、片付け等）

・体験教室の盛り上げ
・参加者のサポート（必要に応じて）

場所：臨海青海特別支援学校
（青海2-5-1）

11月12日
土曜日・
11月20日
日曜日

13：30～
15：00
集合12：30

小学生以上

詳細は東京
都スポーツ文
化事業団の
HPをご覧にな
るか、または
お問合せくだ
さい。

1,500円 ×

３

ご近所
ミニデイ
ゆらり

URアーバン
ライフ亀戸
集会室

①簡単なパソコン業務（急募）
申請書作成等をお願いします

②ミニデイ運営スタッフ
地域の高齢者の方が楽しく過ごせる
ようにお話しやレクリエーション、
体操等の活動やお茶出し（水分補給）
買い出し、会場準備、片付け等を
行っていただきます。
※介護的な活動はありません。

③簡単な運動を教えていただける方
（ヨガ・リズムダンス・歩き方・座った
ままでの体操など）
※資格等は特にいりません。

①月に1～2日
（自由）
場所：応相談
自宅or集会所

②毎週火曜日
10：30～
14：30

③月1回程度
（30～45分）

1～2名
程度

②③
1,000円

②
利用者の
方と一緒
にお弁当

③
相談

高齢者関係
施 設 名 活 動 内 容 日 時 人 数 交通費 食事

4
東陽公園

グリーンフェスタ

11月20日（日）

東陽公園（東陽3-27）

グリーンフェスタの会場整理・交通誘導

10：00～
14：00

高校生以上
４名まで

〇
一律 3,000円

（交通費・食事代
として）

その他
施 設 名 活 動 内 容 日 時 人 数 交通費 食事



手話
講習会

入門・基礎
コース
手話通訳Ⅰコース
手話通訳Ⅱコース

1日
8日
15日
22日
29日

火曜日

昼コース
14：00～16：00

夜コース
18：30～20：30

朗読
ボランティア
入門講習会

2日
リモート

9日
対面・修了式

水曜日

10：00～12：00

養成コース 10：00～12：00

※下記講座の募集は終了しております月の行事予定

活動報告

江東区民まつり

車いすのまま乗車できるハンディ
キャブの利用者が、運転者を確保
できない場合の「運転ボランティア」を
募集しています！

活動日時：利用者の希望する日時
（年末年始・車両点検日等を除く）

活動場所：利用者の希望する場所
（主に都内や近隣の病院）

年 齢：21歳以上概ね70歳の方

詳細はボランティア・
センターまでお問合せ
ください！

10月15日（土）・16日（日）、３年ぶりに開催された
「第40回 江東区民まつり」に参加しました！
お天気にも恵まれ、たくさんの方にご来場いただきました！

▲ハンディキャブの試乗体験

災害ボランティアクイズ ▲
も大人気

▲リサイクルブックコーナー
には長蛇の列ができま
した！

▲点字体験コーナーも大盛況

前日・当日共にたく
さんのボランティア
の皆様にご協力い
ただきました！
ありがとうございま
した！

ボランティアPRコーナー▲



—４—

白 河 地区（13）

白河出張所（白河1-3-28）

深川江戸資料館（白河1-3-28）

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）

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）

アクセスジョブ清澄白河(白河2-8-5三栄ビル）

深川図書館（清澄3-3-39）

ワークセンターつばさ（佐賀2-7-4）

深川北スポーツセンター（平野3-2-20）

深川ふれあいセンター（平野1-2-3）

小 松 橋地区（8）

小松橋出張所（扇橋2-1-5）

障害者福祉センター（扇橋3-7-2）

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）

ティアラ江東（住吉2-28-36）

都立大江戸高校（千石3-2-11）

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）

東陽図書館（東陽2-3-6）

洲崎橋郵便局（東陽3-20-9）

深川郵便局（東陽4-4-2）

文化センター内郵便局（東陽4-11-1）

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）

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）

イトーヨーカ堂木場店（木場1-5-30）

木場郵便局（木場5-5-12）

明治安田生命保険相互会社（東陽2-2-11）

東京YMCA社会体育・保育専門学校（東陽2-2-15）

北 砂・東 砂 地区（17）
スポーツ会館（北砂1-2-9）

北砂一郵便局（北砂1-11-1）

北砂三郵便局（北砂3-20-9）

北砂五郵便局（北砂5-19-25-101）

北砂七郵便局（北砂7-5-15）

砂町出張所（北砂4-7-3）

城東ふれあいセンター（北砂4-20-12）

砂町文化センター（北砂5-1-7）

砂町図書館（北砂5-1-7）

丸山工務店（東砂3-15-7）

東砂スポーツセンター（東砂4-24-1）

介護老人福祉施設 あじさい（東砂4-20-15）

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）

南砂住宅自治会（南砂2-3）

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）

南砂六郵便局（南砂6-10-10）

豊 洲・新木場地区（13）

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）

潮見郵便局（潮見1-2-1）

放課後等デイサービス大夢（辰巳1-2-9-102）

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）

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（4）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ江東橋店（墨田区江東橋2-2-10）

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）

富 岡 地区（10）

富岡出張所（富岡1-16-12）

深川スポーツセンター（越中島1-2-18）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ越中島通り店（越中島3-6-30）

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）

古石場図書館（古石場2-13-2）

永代郵便局（永代1-14-9）

江東牡丹郵便局（牡丹3-8-3）

深川愛の園（冬木16-7）

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）

亀戸出張所（亀戸2-19-1）

亀戸文化センター（亀戸2-19-1）

亀戸郵便局（亀戸3-62-12）

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）

城東病院 老人保健施設（亀戸9-13-1）

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）

大島出張所（大島4-5-1）

総合区民センター（大島4-5-1）

城東図書館（大島4-5-1）

ダイエー大島店（大島4-6-1）

大島郵便局（大島7-22-16）

ダイエー東大島店（大島7-38-30）

東大島文化センター（大島8-33-9）

中川船番所資料館（大島9-1-15）

東大島駅前郵便局（大島9-4-1-101）

東大島図書館（大島9-4-2-101）

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106カ所、区外4カ所で
入手できます。その他ホームページからもご覧いただけます。


